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Amazon Lex とは
Amazon Lex は、音声やテキストを使用した会話型インターフェイスをさまざまなアプリケーションに構
築するための AWS のサービスです。Amazon Lex では、Amazon Alexa と同じ会話型エンジンがすべての
開発者に向けて使用可能となり、新規および既存のアプリケーションに高度な自然言語のチャットボット
を構築できるようになりました。 Amazon Lex では、高度な機能性と柔軟性の自然言語理解 (NLU) と自動
音声認識 (ASR) を提供するため、日常の会話でのやり取りによる高度なユーザーエクスペリエンスを構築
でき、また新しい製品のカテゴリを作成できます。
Amazon Lex を使うことで、開発者は会話型のチャットボットをすばやく構築できます。Amazon Lex で
は、ボットを作成するにあたり深層学習に関する専門知識は必要なく—、Amazon Lex コンソールで基本
的な会話フローを指定するだけです。Amazon Lex が対話を管理し、会話のレスポンスを動的に調整しま
す。コンソールを使用して、テキストまたは音声のチャットボットを構築、テスト、公開できます。次
に、モバイルデバイス、ウェブアプリケーション、チャットプラットフォーム (Facebook Messenger な
ど) で、会話型インターフェイスをボットに追加できます。
Amazon Lex では、AWS Lambda との統合が構築済みであり、AWS プラットフォームの Amazon
Cognito、AWS Mobile Hub、Amazon CloudWatch、Amazon DynamoDB などの他の多くのサービスとも
簡単に連携できます。Lambda との統合により、構築済みのサーバーレスのエンタープライズコネクター
にボットからアクセスし、Salesforce、HubSpot、Marketo などの SaaS アプリケーションのデータにリン
クできます。
Amazon Lex を使用する利点のいくつかを以下に示します。
• シンプル – Amazon Lex では、コンソールを使用して独自のチャットボットを数分で作成できます。い
くつかのフレーズの例を提供するだけで、Amazon Lex によって自然言語のモデルが完成されます。こ
のモデルを通じて、ボットは音声やテキストを使用したやり取りで質問を行い、回答を取得し、高度な
タスクを実行できます。
• 一般化された深層学習のテクノロジー – Alexa と同じテクノロジーを使用する Amazon Lex には、音声
言語認識 (SLU) システムを作成するための ASR および NLU テクノロジーが搭載されています。SLU に
よって、Amazon Lex は自然言語の音声やテキストの入力を受け取り、入力の背後のインテントを理解
し、適切なビジネス関数を呼び出してユーザーのインテントを達成します。

音声認識と自然言語理解は、コンピューターサイエンスで解決すべき最も難しい問題の一部であり、膨
大な量のデータとインフラストラクチャでトレーニングされた高度な深層学習アルゴリズムが必要で
す。 Amazon Lex によって、Alexa と同じテクノロジーを起用した深層学習テクノロジーがすべての開
発者の手の届くところに提供されます。Amazon Lex チャットボットでは、音声を受信してテキストに
変換し、ユーザーのインテントを理解してインテリジェントなレスポンスを生成するため、開発者は、
顧客に合わせて付加価値を差別化したボットを構築することに集中し、会話型インターフェイスによっ
て可能になるまったく新しいカテゴリの製品を定義できます。
• シームレスなデプロイとスケーリング – Amazon Lexでは、チャットボットの構築、テスト、デプロイ
を Amazon Lex コンソールから直接実行できます。Amazon Lex では、モバイルデバイス、ウェブアプ
リやチャットサービス (Facebook Messenger など) で使用するために音声あるいはテキストのチャット
ボットを簡単に発行することができます。Amazon Lex は自動的なスケーリングを行うため、ボット体
験を実現するためにハードウェアのプロビショニングやインフラストラクチャの管理について頭を悩ま
せる必要はありません。
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• AWS プラットフォームとの組み込み統合 – Amazon Lex には、Amazon Cognito、AWS
Lambda、Amazon CloudWatch、AWS Mobile Hub などの他の AWS のサービスと相互に連携する機能
が組み込まれています。AWS プラットフォームの能力を活用して、セキュリティ、モニタリング、ユー
ザー認証、ビジネスロジック、ストレージ、モバイルアプリケーションを開発できます。
• 高いコスト効率 – Amazon Lex には初期費用や最低料金はありません。実際に行ったテキストや音声の
リクエストに対してのみ料金がかかります。従量制料金とリクエストごとの低コストは、会話型イン
ターフェイスを構築するためのコスト効率の高い方法です。Amazon Lex の無料利用枠を利用すると、
一切の初期投資なしで Amazon Lex を簡単に試すことができます。

Amazon Lex を初めてお使いになる方向けの情報
Amazon Lex を初めて使用する方には、次のセクションを順に読むことをお勧めします。
1. Amazon Lex の使用開始 (p. 69) – このセクションでは、アカウントをセットアップして Amazon Lex
をテストします。
2. API リファレンス (p. 266) – このセクションでは、Amazon Lex の学習に使用できるその他の例を示
します。
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Amazon Lex: 仕組み
Amazon Lex を使用すると、Amazon Alexa に採用されているのと同じテクノロジーを利用し、音声または
テキストのインターフェイスを使用するアプリケーションを構築できるようになります。Amazon Lex を
使用する際に実行する一般的な手順を以下に示します。
1. ボットを作成し、サポート対象となる 1 つ以上のインテントを使用してそれを設定します。ボットが
ユーザーの目的 (インテント) を理解すること、そしてユーザーとの会話から情報を引き出し、ユーザー
のインテントを達成できるように設定します。
2. ボットをテストします。Amazon Lex コンソールで提供されているテストウィンドウクライアントを使
用できます。
3. バージョンを発行してエイリアスを作成します。
4. ボットをデプロイします。ボットは、モバイルアプリケーションなどのプラットフォームまたはメッ
セージングプラットフォーム (Facebook Messenger など) にデプロイできます。
開始する前に、以下の Amazon Lex の主要概念と用語を理解してください。
• ボット – ボットは、ピザの注文、ホテルの予約や花の注文などの自動化されたタスクを実行しま
す。Amazon Lex のボットでは、自動音声認識 (ASR) 機能と自然言語理解 (NLU) 機能を使用していま
す。各ボットは、アカウント内で一意の名前を持つ必要があります。

Amazon Lex ボットは、テキストまたは音声のユーザー入力を理解し、自然言語で会話できま
す。Lambda 関数を作成してコードフックとしてインテント設定に追加することで、ユーザーデータの
検証とフルフィルメントタスクを実行できます。

• インテント – インテントは、ユーザーが実行したいアクションを表します。1 つ以上の関連するインテ
ントをサポートするには、ボットを作成します。たとえば、ピザと飲み物を注文するボットを作成でき
ます。各インテントでは、以下の必要な情報を指定します。

• インテント名– インテントのわかりやすい名前。たとえば、OrderPizza と指定します。 インテント
名はアカウント内で一意である必要があります。
• サンプル発話 – ユーザーがインテントを伝える方法。例: ユーザーが「ピザの注文をお願いします」や
「ピザを注文します」と言った場合。
• インテントを達成する方法 – 必要な情報をユーザーが指定した後に、そのインテントを達成する方法
(最寄りのピザ店に注文するなど)。インテントを達成する方法として Lambda 関数を作成することが
推奨されます。

オプションとして、Amazon Lex からクライアントアプリケーションに単に情報を返して目的を達成
するように、インテントを設定することもできます。

Amazon Lex では、ピザの注文などのカスタムインテントを使用できるだけでなく、組み込みインテン
トを使用してボットを迅速にセットアップすることもできます。詳細については、「組み込みのインテ
ントとスロットタイプ (p. 43)」を参照してください。
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• スロット – インテントは 0 個以上のスロットあるいはパラメータを使用できます。インテント設定の
一部としてスロットを追加します。実行時に、Amazon Lex は特定のスロット値を指定するようにユー
ザーに求めます。 がインテントを達成するには、ユーザーがすべての必須Amazon Lexスロットの値を
指定する必要があります。

たとえば、OrderPizza インテントではピザのサイズ、クラストタイプ、ピザの枚数などが必須スロッ
トです。これらのスロットはインテント設定で追加します。スロットごとに、スロットタイプとプロン
プトを指定します。プロンプトは、ユーザーからデータを引き出すために Amazon Lex からクライアン
トに送信されます。ユーザーは「ラージサイズのピザにしてください」や「スモールサイズにします」
などの追加の言葉を含めたスロット値で応答できます。Amazon Lexは、引き続き目的のスロット値を理
解できます。
• スロットタイプ – 各スロットにはタイプがあります。カスタムスロットタイプを作成するか、組み込み
スロットタイプを使用できます。各スロットタイプにはアカウント内で一意の名前が必要です。たとえ
ば、OrderPizza インテントでは以下のスロットタイプを作成して使用できます。
• Size – 列挙値は Small、Medium と Large です。
• Crust – 列挙値は Thick と Thin です。

Amazon Lex には、組み込みスロットタイプも用意されています。たとえば、AMAZON.NUMBER はピザ
の注文数に使用できる組み込みスロットタイプです。詳細については、「組み込みのインテントとス
ロットタイプ (p. 43)」を参照してください。
Amazon Lex が利用可能な AWS リージョンの一覧については、https://docs.aws.amazon.com/general/
latest/gr/rande.html#lex_region 全般のリファレンスの「Amazon Web ServicesAWS リージョンとエンドポ
イント」を参照してください。
ここで示している各トピックで、さらに詳しく学習できます。それらを順に確認した後に、「Amazon Lex
の使用開始 (p. 69)」に進むことをお勧めします。
トピック
• でサポートされている言語Amazon Lex (p. 5)
• プログラミングモデル (p. 5)
• メッセージの管理 (p. 10)
• 会話コンテキストの管理 (p. 20)
• Using Confidence Scores (p. 28)
• 会話ログ (p. 30)
• Amazon Lex API を使用したセッションの管理 (p. 40)
• ボットのデプロイメントオプション (p. 42)
• 組み込みのインテントとスロットタイプ (p. 43)
• カスタムスロットタイプ (p. 62)
• スロットの難読化 (p. 63)
• 感情分析 (p. 63)
• Amazon Lex リソースにタグを付ける (p. 64)
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でサポートされている言語Amazon Lex
Amazon Lex はさまざまな言語とロケールをサポートしています。サポートされている言語とそれをサ
ポートする機能を次の表に示します。

サポートされている言語とロケール
Amazon Lex は、次の言語とロケールをサポートしています。
コード

言語とロケール

de-DE

ドイツ語 (ドイツ語) (ドイツ語)

en-AU

英語 (オーストラリア)

en-GB

英語 (英国)

en-IN

英語 （インド）

en-US

英語 (米国)

es-419

スペイン語 (ラテンアメリカ)

es-ES

スペイン語 (スペイン)

es-US

スペイン語 (米国)

fr-CA

フランス語 (カナダ)

fr-FR

フランス語 (フランス語)

it-IT

イタリア語 (イタリア)

ja-JP

日本語 （日本）

ko-KR

韓国語 （韓国）

の機能がサポートする言語とロケールAmazon Lex
この表に示しているように、Amazon Lex のすべての機能は、すべての言語とロケールでサポートされて
います。
機能

サポートされている言語とロケール

インテントコンテキストの設定 (p. 20)

英語 (米国) (en-US)

プログラミングモデル
ボットは、Amazon Lex のプライマリリソースタイプです。Amazon Lex には、他のリソースタイプとし
て、インテント、スロットタイプ、エイリアス、ボットチャネル関連付けがあります。
ボットを作成するには、Amazon Lex コンソールまたはモデル構築 API を使用します。コンソールのグラ
フィカルユーザーインターフェイスでは、アプリケーションの本番稼働準備が整ったボットを構築できま
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す。必要に応じて、AWS CLI を介したモデル構築 API や独自のカスタムプログラムを使用してボットを作
成することもできます。
作成したボットは、サポートされているプラットフォームのいずれかにデプロイします。または、独自の
アプリケーションに統合します。ユーザーがボットとやり取りする場合、クライアントアプリケーショ
ンは Amazon Lex ランタイム API を使用してボットにリクエストを送信します。たとえば、ユーザーが
「ピザを注文したい」と言うと、クライアントはランタイム API オペレーションのいずれかを使用して
Amazon Lex にこの入力を送信します。ユーザーは、入力を音声またはテキストで提供できます。
インテントでは、Lambda 関数を作成して使用することもできます。これらの Lambda 関数コードフック
を使用して、初期化、ユーザー入力の検証、インテントの達成などのランタイムアクティビティを実行で
きます。ここで示している各セクションで、さらに詳しく学習できます。
トピック
• モデル構築 API オペレーション (p. 6)
• ランタイム API オペレーション (p. 7)
• コードフックとしての Lambda 関数 (p. 7)

モデル構築 API オペレーション
ボット、インテント、スロットタイプをプログラムで作成するには、モデル構築 API オペレーションを使
用します。ボットのリソースの管理、更新、削除にもモデル構築 API を使用できます。モデル構築 API オ
ペレーションには以下が含まれます。
• PutBot (p. 372)、PutBotAlias (p. 383)、PutIntent (p. 388)、PutSlotType (p. 400): それぞれ、ボッ
ト、ボットのエイリアス、インテント、スロットタイプを作成して更新します。
• CreateBotVersion (p. 269)、CreateIntentVersion (p. 274)、CreateSlotTypeVersion (p. 280): それぞ
れ、ボット、インテント、スロットタイプのバージョンを作成して発行します。
• GetBot (p. 302)、GetBots (p. 320): それぞれ、作成した特定のボット、複数のボットのリストを取得
します。
• GetIntent (p. 338)、GetIntents (p. 344): それぞれ、作成した特定のインテント、複数のインテントの
リストを取得します。
• GetSlotType (p. 357)、GetSlotTypes (p. 361): それぞれ、作成した特定のスロットタイプ、複数のス
ロットタイプのリストを取得します。
• GetBuiltinIntent (p. 326)、GetBuiltinIntents (p. 328)、GetBuiltinSlotTypes (p. 330): それぞれ、ボッ
トで使用できる特定の Amazon Lex 組み込みインテント、複数の Amazon Lex 組み込みインテントのリ
スト、複数の組み込みスロットタイプのリストを取得します。
• GetBotChannelAssociation (p. 313)、GetBotChannelAssociations (p. 317): それぞれ、ボットと特定
のメッセージングプラットフォームの関連付け、ボットと複数のメッセージングプラットフォームの関
連付けを取得します。

• DeleteBot (p. 284)、DeleteBotAlias (p. 286)、DeleteBotChannelAssociation (p. 288)、DeleteIntent (p. 292)、DeleteSlo
アカウントから不要なリソースを削除します。
モデル構築 API では、Amazon Lex リソースを管理するためのカスタムツールを作成できます。たとえ
ば、ボット、インテント、スロットタイプごとのバージョン数は 100 に制限されています。モデル構築
API を使用すると、ボットが制限に近づいたときに、古いバージョン自動的に削除するツールを構築でき
ます。
リソースの更新が一度に 1 つのオペレーションでのみ実行されるよう
に、Amazon Lex ではチェックサムを使用します。Put API オペレーション
(—PutBot (p. 372)、PutBotAlias (p. 383)、PutIntent (p. 388)、または PutSlotType (p. 400)—)
を使用してリソースを更新する場合は、リソースの最新のチェックサムをリクエストで渡す必要があ
ります。2 つのツールで同時にリソースを更新しようとすると、両方から同じ最新のチェックサムが
提供されます。最初に Amazon Lex に到達するリクエストは、リソースの最新のチェックサムと一致
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します。2 番目のリクエストが到着するまでには、チェックサムが異なっています。2 番目のツール
は、PreconditionFailedException 例外を受け取り、更新は終了します。
Get オペレーション (—GetBot (p. 302)、GetIntent (p. 338)、GetSlotType (p. 357)—) には結果整合
性があります。いずれかの Put オペレーションを使用してリソースを作成または変更した直後に Get オ
ペレーションを使用すると、その更新は返されない場合があります。Get オペレーションは、前回の更新
を返した後で再度リソースが変更されるまでの間に、必ず今回の更新されたリソースを返します。更新さ
れたリソースが返されたかどうかは、チェックサムを調べて確認できます。

ランタイム API オペレーション
クライアントアプリケーションは、以下のランタイム API オペレーションを使用して Amazon Lex と通信
します。
• PostContent (p. 425) – 音声またはテキストの入力を受け取り、インテント情報とユーザーに伝えるテ
キストまたは音声のメッセージを返します。現在、Amazon Lex は以下の音声形式をサポートしていま
す。

入力音声形式 – LPCM および Opus
出力音声形式 – MPEG、OGG、および PCM

オペレーションは、8 PostContent と 16 kHz で音声入力をサポートします。kHz エンドユーザーが電
話で Amazon Lex と話す形式のアプリケーション (自動化されたコールセンターなど) は、8 つの kHz 音
声を直接渡すことができます。
• PostText (p. 434) – テキストを入力として受け取り、インテント情報とユーザーに伝えるテキストメッ
セージを返します。
クライアントアプリケーションは、ランタイム API を使用して特定の Amazon Lex ボットを呼び出し、発
話 (— ユーザーによるテキストまたは音声の入力) を処理します。たとえば、ユーザーが「ピザをくださ
い」と言ったとします。クライアントは、Amazon Lex のランタイム API オペレーションのいずれかを使
用して、このユーザー入力をボットに送信します。Amazon Lex は、ユーザー入力からユーザーのリクエ
ストがボットで定義されている OrderPizza インテントに向けたものであることを認識します。Amazon
Lex はユーザーとの会話から必要な情報あるいはスロットデータ (ピザのサイズ、トッピングや枚数など)
を取得します。ユーザーがすべての必要なスロットデータを指定すると、Amazon Lex はインテント設定
に応じ Lambda 関数のコードフックを呼び出してインテントを達成するか、インテントデータをクライア
ントに返します。
ボットで音声入力を使用している場合は、PostContent (p. 425) オペレーションを使用します。たとえ
ば、自動化されたコールセンターアプリケーションでは音声を Amazon Lex ボットに送信することができ
るので、担当者が顧客の問い合わせに対応する必要がありません。電話から kHz に音声を直接送信するに
は、8 つの Amazon Lex 形式を使用できます。
Amazon Lex コンソールのテストウィンドウでは、PostContent (p. 425) API を使用してテキストお
よび音声のリクエストを Amazon Lex に送信します。このテストウィンドウは「Amazon Lex の使用開
始 (p. 69)」の演習で使用します。

コードフックとしての Lambda 関数
Lambda 関数をコードフックとして呼び出すように Amazon Lex ボットを設定できます。コードフックは
複数の目的で使用できます。
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• ユーザーとのやり取りをカスタマイズする — たとえば、Joe からピザのトッピングの種類を尋ねられた
ときに、Joe の好みに関する過去の知識に基づいてトッピングのサブセットを表示できます。
• ユーザーの入力を検証する — Jen が営業時間外に花の受け取りを希望しているとします。Jen が入力し
た時間を検証して、適切なレスポンスを送信できます。
• ユーザーのインテントを達成する — Joe からピザの注文に必要なすべての情報を得た後で、Amazon
Lex は Lambda 関数を呼び出して最寄りのピザ店に注文できます。
インテントを設定する際に、以下の場所で Lambda 関数をコードフックとして指定します。
• 初期化および検証用のダイアログのコードフック — この Lambda 関数はユーザー入力ごとに呼び出さ
れます (Amazon Lex がユーザーのインテントを理解しているものとします)。
• フルフィルメントコードフック — この Lambda 関数は、インテントを達成するために必要なすべての
スロットデータがユーザーから提供された後で呼び出されます。
次のスクリーンショットに示すように、インテントを選択して Amazon Lex コンソールでコードフックを
設定します。
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コードフックは、PutIntent (p. 388) オペレーションの dialogCodeHook フィールドおよび
fulfillmentActivity フィールドでも設定できます。
1 つの Lambda 関数で、初期化、検証、およびフルフィルメントを実行できます。Lambda 関数が受信す
るイベントデータには、呼び出し元をダイアログまたはフルフィルメントのコードフックとして識別する
フィールドがあります。この情報を使用して、コードの該当部分を実行できます。
Lambda 関数では、複雑なダイアログ間をナビゲートできるボットを構築できます。Amazon Lex に特
定のアクションを実行するように指示するには、Lambda 関数のレスポンスの dialogAction フィー
ルドを使用します。たとえば、必須ではないスロット値をユーザーから取得するよう Amazon Lex に指
示するには、ElicitSlot ダイアログアクションを使用します。明確化プロンプトが定義されている場
合、ElicitIntent ダイアログアクションを使用して、ユーザーが前のインテントを終了したときに、別
のインテントを引き出すことができます。
詳細については、「Lambda 関数の使用 (p. 141)」を参照してください。

メッセージの管理
トピック
• メッセージのタイプ (p. 10)
• メッセージの設定のコンテキスト (p. 11)
• サポートされているメッセージ形式 (p. 15)
• メッセージグループ (p. 15)
• レスポンスカード (p. 16)
ボットを作成する際に、クライアントに送信したい明確メッセージや情報メッセージを設定できます。次
の例を考えます。
• 次の明確化プロンプトをボットに設定できます。
I don't understand. What would you like to do?

Amazon Lex は、ユーザーのインテントを理解できない場合に、このメッセージをクライアントに送信
します。
• というインテントをサポートするボットを作成するとします。OrderPizza ピザの注文では、ピザのサ
イズ、トッピング、クラストタイプなどの情報を指定するようにユーザーに求めます。以下のプロンプ
トを設定することもできます。
What size pizza do you want?
What toppings do you want?
Do you want thick or thin crust?

Amazon Lex はユーザーのインテントがピザの注文であると判断すると、これらのメッセージをクライ
アントに送信してユーザーから情報を取得します。
このセクションでは、ボットの設定でユーザーのやり取りをデザインする方法について説明します。

メッセージのタイプ
メッセージはプロンプトまたはステートメントにすることができます。
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• 通常、プロンプトは質問でユーザーからのレスポンスを期待します。
• ステートメントは情報を表示します。これはレスポンスを期待しません。
メッセージには、スロット、セッション属性、リクエスト属性への参照を含めることができます。実行時
に、Amazon Lex は、このリファレンスを実際の値で置き換えます。
設定されたスロット値を参照するには、次の構文を使用します。
{SlotName}

セッション属性を参照するには、次の構文を使用します。
[SessionAttributeName]

リクエスト属性を参照するには、以下の構文を使用します。
((RequestAttributeName))

メッセージには、スロット値、セッション属性、リクエスト属性を含めることができます。
たとえば、次のメッセージをボットの OrderPizza インテントに設定したとします。
"Hey [FirstName], your {PizzaTopping} pizza will arrive in [DeliveryTime] minutes."

このメッセージでは、スロット (PizzaTopping) とセッション属性 (FirstName と DeliveryTime) の
両方が参照されています。実行時に、Amazon Lex はこれらのプレースホルダを値に置き換えて、次の
メッセージをクライアントに返します。
"Hey John, your cheese pizza will arrive in 30 minutes."

メッセージに角括弧 ([]) または中括弧 ({}) を入れるには、バックスラッシュ (\) のエスケープ文字を使用し
ます。たとえば、次のメッセージには中括弧と角括弧が含まれています。
\{Text\} \[Text\]

クライアントアプリケーションに返されたテキストは次のようになります。
{Text} [Text]

セッション属性の詳細については、ランタイム API オペレーションの PostText (p. 434) および
PostContent (p. 425) を参照してください。例については、「出張の予約 (p. 194)」を参照してくださ
い。
Lambda 関数は、メッセージを生成して Amazon Lex に返し、ユーザーに送信することもできます。イン
テントの設定時に Lambda 関数を追加すると、メッセージを動的に作成できます。ボットの設定時にメッ
セージを指定すると、Lambda 関数でプロンプトを構築する必要がなくなります。

メッセージの設定のコンテキスト
ボットを作成する場合、ボットの明確化プロンプト、スロット値のプロンプト、インテントからのメッ
セージなど、異なるコンテキストでメッセージを作成することができます。Amazon Lex は各コンテキス
トで適切なメッセージを選択してユーザーに返します。各コンテキストにメッセージのグループを指定す
ることができます。この場合、Amazon Lex はグループから 1 つのメッセージをランダムに選択します。
メッセージの形式を指定したり、メッセージをグループにまとめることもできます。詳細については、
「サポートされているメッセージ形式 (p. 15)」を参照してください。
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インテントと関連付けている Lambda 関数がある場合は、構築時に設定したメッセージをどれでも上書き
できます。ただし、こうしたメッセージを使用する上で Lambda 関数は必要ではありません。

ボットメッセージ
ボットに明確化プロンプトおよびセッション終了メッセージを設定できます。実行時にユーザーのインテ
ントを理解できない場合、Amazon Lex は明確化プロンプトを使用します。セッション終了メッセージを
送信する前に、Amazon Lex が明確化をリクエストする回数を設定することができます。次のように、 コ
ンソールの [Error HandlingAmazon Lex] セクションでボットレベルのメッセージを設定できます。

API で clarificationPrompt と abortStatement フィールドを設定してメッセージを設定します。
このフィールドは PutBot (p. 372) オペレーションにあります。
インテントで Lambda 関数を使用する場合は、Lambda 関数がユーザーのインテントを尋ねるために
Amazon Lex に向けたレスポンスを戻す場合があります。Lambda 関数がこのようなメッセージを提供し
ない場合、Amazon Lex は明確化プロンプトを使用します。

スロットプロンプト
インテントの必須スロットのそれぞれに少なくとも 1 つのプロンプトメッセージを指定する必要がありま
す。実行時に、Amazon Lex はこれらのメッセージのいずれかを使用して、スロットの値を指定すること
をユーザーに求めます。次は、cityName スロットに対する有効なプロンプトの例です。
Which city would you like to fly to?

コンソールを使用して各スロットの 1 つまたは複数のプロンプトを設定できます。プロンプトのグルー
プは、PutIntent (p. 388) オペレーションを使用して作成することもできます。詳細については、「メッ
セージグループ (p. 15)」を参照してください。

Responses
コンソールで [Responses (レスポンス)] セクションを使用し、ボットに動的で柔軟性の高い会話を構築し
ます。レスポンスに 1 つ以上のメッセージグループを作成することができます。実行時に、Amazon Lex
は各メッセージグループからメッセージを 1 つ選択することでレスポンスを構築します。メッセージグ
ループの詳細については、「メッセージグループ (p. 15)」を参照してください。
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たとえば、最初のメッセージグループに別の挨拶を含めることができます。「Hello」、「Hi」、
「Greetings」。2 番目のメッセージグループには、異なる形式の概要を含めることができます。「私は予
約ボットです」、「これは予約ボットです」。3 番目のメッセージグループは、ボットの機能と通信でき
ます。「レンタカーやホテルの予約をお手伝いします」、「レンタカーやホテルを予約することができま
す」、「レンタカーやホテルの予約をお手伝いできます」
Lex は各メッセージグループのメッセージを使用して、会話のレスポンスを動的に構築します。たとえ
ば、次の例をご覧ください。

別の例を以下に示します。

どちらの場合も、ユーザーは BookCar や BookHotel などで新しいインテントを使用して応答すること
ができます。
レスポンスでフォローアップの質問をするようにボットをセットアップできます。たとえば、前述のやり
取りでは、以下の質問を含む 4 番目のメッセージグループを作成できます。「レンタカーやホテルの予
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約をお手伝いいただけますか?」、「今すぐ予約を入れますか?」、および「他に可能な操作はあります
か?」。レスポンスとして「いいえ」が含まれるメッセージには、フォローアップのプロンプトを作成でき
ます。次に例を示します。

フォローアップのプロンプトを作成するには [Wait for user reply] を選択します。次に、メッセージを入力
またはユーザーが「いいえ」と回答した場合に送信する複数のメッセージを入力します。フォローアップ
のプロンプトとして使用するレスポンスを作成する場合は、回答が「いいえ」だった場合に適切なステー
トメントを特定する必要があります。次に例を示します。

14

Amazon Lex 開発者ガイド
サポートされているメッセージ形式

API を使用してインテントに応答を追加するには、PutIntent オペレーションを使用します。レスポンス
を特定するには [conclusionStatement] フィールドを PutIntent リクエストで設定します。フォロー
アップのプロンプトを設定するには、[followUpPrompt] フィールドを設定します。これにはユーザー
が「いいえ」と回答した場合に送信するステートメントを含めてください。[conclusionStatement]
フィールドと [followUpPrompt] フィールドの両方を同じインテントで設定することはできません。

サポートされているメッセージ形式
PostText (p. 434) オペレーションを使用するとき、または PostContent (p. 425) オペレーションを使用
するときに Accept ヘッダーを text/plain;charset=utf8 に設定している場合、Amazon Lex は次の
形式でメッセージをサポートします。
• PlainText—メッセージには UTF-8 形式テキストが含まれています。
• SSML—メッセージには音声出力のテキスト形式が含まれています。
• CustomPayload—メッセージにはクライアント用に作成したカスタム形式が含まれています。アプリ
ケーションのニーズを満たすようにペイロードを定義することができます。
• Composite—メッセージは各メッセージグループから 1 つずつ取り出したメッセージを集約したもので
す。メッセージグループの詳細については、「メッセージグループ (p. 15)」を参照してください。
デフォルトでは、Amazon Lex が特定のプロンプトに定義されているメッセージのうち 1 つを返します。
たとえば、スロット値を引き出すために 5 つのメッセージを定義した場合、Amazon Lex はランダムにい
ずれかのメッセージを選びクライアントに返します。
Amazon Lex がランタイムリクエストでクライアントに指定のメッセージタイプを返すには、x-amznlex:accept-content-types リクエストパラメータを設定します。レスポンスはリクエストされたタ
イプに制限されます。指定したタイプのメッセージが複数ある場合は、Amazon Lex がランダムに 1 つ返
します。x-amz-lex:accept-content-types ヘッダーの詳細については、「レスポンスタイプの設
定 (p. 25)」を参照してください。

メッセージグループ
メッセージグループは特定のプロンプトに対する一連の適切なレスポンスです。ボットに会話のレスポ
ンスを動的に構築させるにはメッセージグループを使用します。Amazon Lex がクライアントアプリケー
ションにレスポンスを返すと、各グループからメッセージを 1 つランダムに選択します。各レスポンスで
最大 5 件のメッセージを作成できます。各グループには最大 5 件のメッセージを含めることができます。
コンソールでメッセージグループを作成する例については「Responses (p. 12)」を参照してください。
メッセージグループを作成するには、コンソールを使用するか、PutBot (p. 372)、PutIntent (p. 388)、
または PutSlotType (p. 400) オペレーションを使用して、メッセージにグループ数を割り当てることがで
きます。メッセージグループを作成しない場合やメッセージグループを 1 つだけ作成した場合、Amazon
Lex は Message フィールドでメッセージを 1 件送信します。コンソールでメッセージグループを複数作
成した場合、または PutIntent (p. 388) オペレーションを使用してインテントを作成または更新したメッ
セージグループを複数作成した場合に限り、クライアントアプリケーションはレスポンスで複数のメッ
セージを受け取ります。
Amazon Lex がグループからメッセージを送信すると、レスポンスの Message フィールドにはメッセー
ジを含むエスケープした JSON オブジェクトがあります。次の例は複数のメッセージを含む [Message]
フィールドのコンテンツを示しています。

Note
このファイルは、読みやすいようにフォーマットされています。レスポンスに改行 (CR) は含まれ
ていません。
{\"messages\":[
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]}

{\"type\":\"PlainText\",\"group\":0,\"value\":\"Plain text\"},
{\"type\":\"SSML\",\"group\":1,\"value\":\"SSML text\"},
{\"type\":\"CustomPayload\",\"group\":2,\"value\":\"Custom payload\"}

メッセージの形式を設定できます。形式は次のいずれかになります。
• PlainText — UTF-8 形式テキストのメッセージです。
• SSML— 音声合成マークアップ言語 (SSML) のメッセージです。
• CustomPayload メッセージが指定したカスタム形式です。—
PostContent と PostText オペレーションが [Message] フィールドで返すメッセージの形式を管理する
には、x-amz-lex:accept-content-types リクエストの属性を設定します。たとえば次のようにヘッ
ダーを設定すると、レスポンスでプレーンテキストと SSML メッセージのみを受信するようになります。
x-amz-lex:accept-content-types: PlainText,SSML

特定のメッセージ形式をリクエストし、メッセージグループにその形式のメッセージが含まれていない場
合は NoUsableMessageException 例外を受信します。メッセージグループを使用してタイプ別にメッ
セージをグループ化する場合は、x-amz-lex:accept-content-types ヘッダーを使用しないでくださ
い。
x-amz-lex:accept-content-types ヘッダーの詳細については、「レスポンスタイプの設
定 (p. 25)」を参照してください。

レスポンスカード
レスポンスカードにはプロンプトに対する適切なレスポンスの一連が含まれています。レスポンスカード
を使用すると、ユーザーとのやり取りが簡素化され、テキストのやり取りで入力ミスが減り、ボットの精
度が向上します。Amazon Lex からクライアントアプリケーションに送信される各プロンプトに対して、
レスポンスカードを送信できます。レスポンスカードは、Facebook Messenger、Slack、Twilio、および
独自のクライアントアプリケーションで使用できます。
たとえば、タクシーアプリケーションで、レスポンスカードに「自宅」のオプションを設定し、その値と
してユーザーの自宅の住所を設定できます。このオプションをユーザーが選択すると、Amazon Lex では
入力テキストとして住所全体を受け取ります。

レスポンスカードは以下のプロンプトに対して定義できます。
• 結論ステートメント
• 確認プロンプト
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• フォローアッププロンプト
• 拒否ステートメント
• スロットタイプ発話
プロンプトごとに 1 つレスポンスカードのみ定義できます。
レスポンスカードは、インテントを作成するときに設定します。コンソールまたは PutIntent (p. 388) オ
ペレーションを使用して静的レスポンスカードを構築時に定義できます。または、Lambda 関数でランタ
イムに動的レスポンスを定義できます。静的レスポンスカードと動的レスポンスカードの両方を定義する
と、動的レスポンスカードが優先されます。
Amazon Lex は、クライアントが理解する形式でレスポンスカードを送信します。レスポンスカード
は、Facebook Messenger、Slack、Twilio に応じて変換されます。その他のクライアントの場合、Amazon
Lex は PostText (p. 434) レスポンスで JSON 構造を送信します。たとえば、クライアントが Facebook
Messenger である場合、Amazon Lex はレスポンスカードを一般テンプレートに変換します。Facebook
Messenger の一般テンプレートの詳細については、Facebook ウェブサイトの「一般テンプレート」を参
照してください。JSON 構造の例については、「レスポンスカードの動的な生成 (p. 19)」を参照してく
ださい。
レスポンスカードは、PostText (p. 434) オペレーションでのみ使用できます。レスポンスカードを
PostContent (p. 425) オペレーションで使用することはできません。

静的レスポンスカードの定義
静的レスポンスカードは、インテントの作成時に PutBot (p. 372) オペレーションまたは Amazon Lex コ
ンソールで定義します。静的レスポンスカードはインテントと同時に定義されます。静的レスポンスカー
ドはレスポンスが固定されているときに使用します。たとえば、風味のスロットがあるインテントのボッ
トを作成するとします。風味のスロットを定義する場合、次のコンソールのスクリーンショットに示すよ
うなプロンプトを指定します。

プロンプトを定義する場合は、必要に応じてレスポンスカードを関連付け、PutBot (p. 372) オペレー
ションまたは Amazon Lex コンソール (次の例を参照) で詳細を定義できます。
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ここで、ボットを Facebook Messenger と統合したとします。ユーザーは、次の図に示すように、ボタン
をクリックして風味を選択できます。
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レスポンスカードのコンテンツをカスタマイズするには、セッション属性を参照できます。実行時
に、Amazon Lex は、このリファレンスをセッション属性の該当する値に置き換えます。詳細につい
ては、「セッション属性の設定 (p. 23)」を参照してください。例については、「応答カードの使
用 (p. 217)」を参照してください。

レスポンスカードの動的な生成
レスポンスカードをランタイムに動的に生成するには、インテントで初期化および検証の Lambda 関数
を使用します。動的レスポンスカードは、Lambda 関数でレスポンスがランタイムに確定される場合に使
用します。Lambda 関数は、ユーザー入力に応答してレスポンスカードを生成し、それをレスポンスの
dialogAction セクションで返します。詳細については、「レスポンスの形式 (p. 146)」を参照してく
ださい。
Lambda 関数内の responseCard エレメントを示す部分は以下のとおりです。これにより、前のセク
ションで示したようなユーザーエクスペリエンスが生成されます。
responseCard: {
"version": 1,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
"title": "What Flavor?",
"subtitle": "What flavor do you want?",
"imageUrl": "Link to image",
"attachmentLinkUrl": "Link to attachment",
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}

]

}

"buttons": [
{
"text": "Lemon",
"value": "lemon"
},
{
"text": "Raspberry",
"value": "raspberry"
},
{
"text": "Plain",
"value": "plain"
}
]

例については、「予定予約 (p. 175)」を参照してください。

会話コンテキストの管理
会話コンテキストは、インテントを達成するためにユーザー、アプリケーション、または Lambda 関数か
ら Amazon Lex ボットに提供される情報です。会話コンテキストには、ユーザーが提供するスロットデー
タ、クライアントアプリケーションによって設定されるリクエスト属性、クライアントアプリケーション
と Lambda 関数で作成するセッション属性が含まれます。
トピック
• インテントコンテキストの設定 (p. 20)
• デフォルトのスロット値の使用 (p. 22)
• セッション属性の設定 (p. 23)
• リクエスト属性の設定 (p. 24)
• セッションタイムアウトの設定 (p. 26)
• インテント間での情報の共有 (p. 27)
• 複雑な属性の設定 (p. 27)

インテントコンテキストの設定
Amazon Lexコンテキストに基づいて でインテントをトリガーできます。コンテキストは、ボットの定義
時にインテントに関連付けることができる状態変数です。
コンソールまたは PutIntent (p. 388) オペレーションを使用してインテントを作成するときに、インテン
トのコンテキストを設定します。コンテキストは、 enableModelImprovements オペレーションでボッ
トを作成trueしたときに PutBot (p. 372) パラメータを に設定している場合にのみ、英語 (米国) (en-US)
ロケールでのみ使用できます。
コンテキストの関係には、出力コンテキストと入力コンテキストの 2 つのタイプがあります。関連付け
られたインテントが達成されると、出力コンテキストがアクティブになります。出力コンテキストは、
PostText (p. 434) または PostContent (p. 425) オペレーションからのレスポンスでアプリケーションに
返され、現在のセッションに設定されます。コンテキストがアクティブ化されると、コンテキストが定義
されたときに設定されたターン数または時間制限に対してアクティブのままになります。
入力コンテキストは、インテントを認識できる条件を指定します。インテントは、そのすべての入力コン
テキストがアクティブである会話中にのみ認識されます。入力コンテキストのないインテントは、常に認
識の対象となります。
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Amazon Lex は、インテントを出力コンテキストで満たすことでアクティブ化されるコンテキストのライ
フサイクルを自動的に管理します。PostContent または PostText オペレーションへの呼び出しでアク
ティブなコンテキストを設定することもできます。
インテントの Lambda 関数を使用して会話のコンテキストを設定することもできます。からの出力コンテ
キストAmazon LexはLambda、 関数入力イベントに送信されます。Lambda 関数はレスポンスでコンテキ
ストを送信できます。詳細については、「 」を参照してください。Lambda 関数の入力イベントとレスポ
ンスの形式 (p. 141).
たとえば、"book_car_fulfilled" という出力コンテキストを返すように設定されたレンタカーを予約
するインテントがあるとします。インテントが達成されると、 は出力コンテキスト変数Amazon
Lex「book_car_fulfilled」を設定します。"book_car_fulfilled" はアクティブなコンテキストであるた
め、ユーザー発話がそのインテントを引き出す試みとして認識される限り、入力コンテキストとして
"book_car_fulfilled" コンテキストが設定されたインテントが認識されるようになりました。これは、車の
予約後にのみ有効なインテントに使用できます (例: 受信予約の E メールまたは予約の変更)。

出力コンテキスト
Amazon Lex は、インテントが達成されると、インテントの出力コンテキストをアクティブにします。出
力コンテキストを使用して、現在のインテントをフォローアップできるインテントを制御できます。
各コンテキストには、セッションで維持されるパラメータのリストがあります。パラメータは、達成され
たインテントのスロット値です。これらのパラメータを使用して、他のインテントのスロット値を事前入
力できます。詳細については、「」デフォルトのスロット値の使用 (p. 22)を参照してください。
コンソールまたは PutIntent (p. 388) オペレーションでインテントを作成するときに、出力コンテ
キストを設定します。インテントは、複数の出力コンテキストで設定できます。インテントが達成
されると、すべての出力コンテキストがアクティブになり、 PostText (p. 434) レスポンスまたは
PostContent (p. 425) レスポンスで返されます。
コンソールを使用して出力コンテキストをインテントに割り当てる方法を次に示します。

出力コンテキストを定義する場合、有効期限 ( からのレスポンスにコンテキストが含まれる時間または
ターン数) も定義Amazon Lexします。順番は、アプリケーションから への 1 つのリクエストですAmazon
Lex。ターン数または時間が期限切れになると、コンテキストはアクティブではなくなります。
アプリケーションは、必要に応じて出力コンテキストを使用できます。たとえば、アプリケーションで 出
力コンテキストを使用して、以下のことができます。
• コンテキストに基づいてアプリケーションの動作を変更します。たとえば、旅行アプリケーションで
は、「book_car_fulfilled」というコンテキストに対して、「rental_hotel_fulfilled」というコンテキストと
は異なるアクションを指定できます。
• 次の発話の入力コンテキストAmazon Lexとして、出力コンテキストを に返します。が発話をインテン
トを引き出す試みとしてAmazon Lex認識する場合、コンテキストを使用して、返されるインテントを指
定されたコンテキストを持つインテントに制限します。
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入力コンテキスト
入力コンテキストを設定して、インテントが認識される会話内のポイントを制限します。入力コンテキス
トのないインテントは常に認識対象です。
インテントがコンソールまたは PutIntent オペレーションを使用して応答する入力コンテキストを設定
します。インテントには、複数の入力コンテキストを含めることができます。コンソールを使用して入力
コンテキストをインテントに割り当てる方法を次に示します。

複数の入力コンテキストを持つインテントの場合、インテントをトリガーするに
はすべてのコンテキストがアクティブである必要があります。入力コンテキスト
はPostText (p. 434)、、、PostContent (p. 425)または PutSession (p. 442) オペレーションを呼び出
すときに設定できます。
インテントの でスロットを設定して、現在のアクティブなコンテキストからデフォルト値を取得できま
す。デフォルト値は、 が新しいインテントAmazon Lexを認識するときに使用されますが、スロット値を
受け取りません。スロットを定義する#context-name.parameter-nameときに、コンテキスト名とス
ロット名をフォームで指定します。詳細については、「 」を参照してください。デフォルトのスロット値
の使用 (p. 22).

デフォルトのスロット値の使用
デフォルト値を使用する場合は、ユーザーの入力によってスロットが指定されていないときに、新しいイ
ンテントでスロット値を埋めるためのソースを指定します。このソースは、前のダイアログ、リクエスト
またはセッション属性、またはビルド時に設定した固定値です。
デフォルト値のソースとして以下を使用できます。
• 前のダイアログ (コンテキスト) – #context-name.parameter-name
• セッション属性 – [attribute-name]
• リクエスト属性 – <attribute-name>
• 固定値 以前の値と一致しない–値
PutIntent (p. 388) オペレーションを使用してインテントにスロットを追加する場合は、デフォルト値の
リストを追加できます。デフォルト値は、リストされている順序で使用されます。たとえば、次の定義を
持つスロットを持つインテントがあるとします。
"slots": [
{
"name": "reservation-start-date",
"defaultValueSpec": {
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"defaultValueList": [
{
"defaultValue": "#book-car-fulfilled.startDate"
},
{
"defaultValue": "[reservationStartDate]"
}
]

]

}

},
Other slot configuration settings

インテントが認識されると、「reservation-start-date」という名前のスロットの値は、以下のいずれかに設
定されます。
1. "book-car-fulfilled" コンテキストがアクティブである場合startDate" パラメータの値がデフォルト値とし
て使用されます。
2. "book-car-fulful" コンテキストがアクティブでない場合、または "startDate" パラメータが設定されてい
ない場合reservationStartDate" セッション属性の値がデフォルト値として使用されます。
3. 最初の 2 つのデフォルト値のいずれも使用されていない場合、スロットにはデフォルト値がなく、
Amazon Lex は通常どおり値を引き出します。
スロットにデフォルト値が使用されている場合、スロットは必要であっても引き出されません。

セッション属性の設定
セッション属性 には、セッション中にボットとクライアントアプリケーションの間でやり取りされるアプ
リケーション固有の情報が含まれます。Amazon Lex は、ボットに設定されているすべての Lambda 関数
にセッション属性を渡します。Lambda 関数でセッション属性が追加または更新されると、Amazon Lex
からクライアントアプリケーションに新しい情報が返されます。以下に例を示します。
• 演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72) で、サンプルボットは
price セッション属性を使用して花の価格を保持しています。Lambda 関数は、注文された花の種類に
基づいて、この属性を設定します。詳細については、「 」を参照してください。ステップ 5 (オプショ
ン): 情報フローの詳細を確認する (コンソール) (p. 87).
• 出張の予約 (p. 194) で、サンプルボットは currentReservation セッション属性を使用して、会
話中のスロットタイプデータのコピーを保持し、ホテルやレンタカーを予約します。詳細については、
「 」を参照してください。情報フローの詳細 (p. 203).
ボットの初期化、プロンプトやレスポンスカードのカスタマイズには、Lambda 関数のセッション属性を
使用します。以下に例を示します。
• 初期化 — ピザの注文ボットにおいて、PostContent (p. 425) オペレーションまたは
PostText (p. 434) オペレーションへの最初の呼び出しで、クライアントアプリケーションはユーザー
の場所をセッション属性として渡します。たとえば、 "Location": "111 Maple Street"などで
す。 Lambda 関数はこの情報を使用して、注文する最寄りのピザ屋を見つけます。
• プロンプトのカスタマイズ — セッション属性を参照するようにプロンプトとレスポンスカードを設定
します。例: 「[FirstName] 様、トッピングは何になさいますか?」 ユーザーの名前をセッション属性
({"FirstName": "Jo"}) として渡すと、Amazon Lex はプレースホルダをその名前に置き換えます。
次に、カスタマイズしたプロンプトをユーザーに送信します: 「Jo 様、トッピングは何になさいます
か?」
セッション属性は、セッションの期間にわたって保持されます。 Amazon Lex は、セッションが終わるま
で、セッション属性を暗号化されたデータストアに保存します。クライアントは、PostContent (p. 425)
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オペレーションまたは PostText (p. 434) オペレーションを呼び出し、sessionAttributes フィール
ドに値を設定することで、リクエストのセッション属性を作成できます。Lambda 関数は、レスポンスの
セッション属性を作成できます。クライアントまたは Lambda 関数でセッション属性を作成すると、クラ
イアントアプリケーションで sessionAttribute へのリクエストに Amazon Lex. フィールドを指定しな
い場合に、いつでも保存された属性値が使用されます。
たとえば、2 つのセッション属性 があると{"x": "1", "y": "2"}します。 クライアントが
PostContent フィールドを指定せずに PostText または sessionAttributes オペレーションを呼び
出す場合、 は保存されたセッション属性 (Amazon Lex) を使用して Lambda 関数{"x": 1, "y": 2}を
呼び出します。Lambda 関数からセッション属性が返されない場合、Amazon Lex は保存されたセッショ
ン属性をクライアントアプリケーションに返します。
クライアントアプリケーションまたは Lambda 関数のいずれかがセッション属性を渡すと、Amazon Lex
は保存されたセッション属性を更新します。既存の値 {"x": 2} などを渡すと、保存された値が更新さ
れます。新しい一連のセッション属性 ({"z": 3} など)を渡すと、既存の値は削除され、新しい値のみが
保持されます。空のマップ {} を渡すと、保存された値が消去されます。
セッション属性を Amazon Lex に送信するには、属性の文字列間マップを作成します。セッション属性の
マッピング方法を以下に示します。
{
}

"attributeName": "attributeValue",
"attributeName": "attributeValue"

PostText オペレーションの場合は、次に示すように、[sessionAttributes] フィールドを使用してリ
クエストの本文にマップを挿入します。
"sessionAttributes": {
"attributeName": "attributeValue",
"attributeName": "attributeValue"
}

PostContent オペレーションの場合は、マップを base64 エンコードし、それを x-amz-lexsession-attributes ヘッダーとして送信します。
バイナリまたは構造化されたデータをセッション属性で送信する場合は、最初にデータを単純な文字列に
変換する必要があります。詳細については、「 」を参照してください。複雑な属性の設定 (p. 27).

リクエスト属性の設定
リクエスト属性は、リクエスト固有の情報を示し、現在のリクエストにのみ適用されます。クライ
アントアプリケーションは、この情報を に送信します。Amazon Lex. セッション全体を通しては
保持する必要がない情報は、リクエスト属性を使用して渡します。リクエスト属性は、独自に作成
することも、事前定義されたものを使用することもできます。リクエスト属性を送信するには、xamz-lex-request-attributes の the section called “PostContent” (p. 425) ヘッダーを使用す
るか、requestAttributes リクエストのthe section called “PostText” (p. 434) フィールドを使用
します。セッション属性とは異なり、リクエスト属性は複数のリクエストにわたって保持されないた
め、PostContent レスポンスや PostText レスポンスで返されることはありません。

Note
複数のリクエストにわたって保持される情報を送信するには、セッション属性を使用します。
名前空間 x-amz-lex: は、事前定義されたリクエスト属性用に予約されています。リクエスト属性をプレ
フィックス で作成しないでください。x-amz-lex:.
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事前定義されたリクエスト属性の設定
Amazon Lex には、ボットに送信される情報の処理方法を管理するための事前定義されたリクエスト属性
があります。事前定義されたリクエスト属性は、セッション全体にわたって保持されないため、リクエス
トごとに属性を送信する必要があります。すべての事前定義された属性は x-amz-lex: 名前空間にありま
す。
Amazon Lex には、以下の定義済み属性に加えて、メッセージングプラットフォーム用の定義済み属性が
用意されています。これらの属性のリストについては、「」を参照してください。Deploying an Amazon
Lex Bot on a Messaging Platform (p. 153).

レスポンスタイプの設定
異なる機能を持つクライアントアプリケーションが 2 つある場合は、レスポンスのメッセージ形式の制限
が必要な場合もあります。たとえば、ウェブクライアントに送信するメッセージをプレーンテキストに制
限し、モバイルクライアントではプレーンテキストと音声合成マークアップ言語 (SSML) の両方を使用で
きるようにしたいといった場合も考えられます。PostContent (p. 425) と PostText (p. 434) オペレー
ションが返すメッセージの形式を設定するには、x-amz-lex:accept-content-types" リクエストの
属性を使用します。
次のメッセージタイプを任意に組み合わせて属性を設定することができます。
• PlainText—メッセージには UTF-8 形式テキストが含まれています。
• SSML—メッセージには音声出力のテキスト形式が含まれています。
• CustomPayload—メッセージにはクライアント用に作成したカスタム形式が含まれています。アプリ
ケーションのニーズを満たすようにペイロードを定義することができます。
Amazon Lex はレスポンスの Message フィールドで指定したタイプを使用するメッセージのみを返しま
す。カンマで区切れば複数の値を設定できます。メッセージグループを使用している場合は、各メッセー
ジグループで少なくとも 1 つ指定したタイプのメッセージが含まれている必要があります。それ以外の
場合は、NoUsableMessageException エラーが発生します。詳細については、「 」を参照してくださ
い。メッセージグループ (p. 15).

Note
x-amz-lex:accept-content-types リクエストの属性は、HTML 本文のコンテンツには
影響しません。PostText オペレーションのレスポンスの内容は常に UTF-8 形式テキストで
す。PostContent オペレーションレスポンスの本文には、リクエストの Accept ヘッダーで設
定した形式のデータが含まれています。

優先タイムゾーンの設定
ユーザーのタイムゾーンを基準として日付を解決するようにタイムゾーンを設定するには、x-amzlex:time-zone リクエスト属性を使用します。x-amz-lex:time-zone 属性にタイムゾーンを指定し
ないと、ボットで使用しているリージョンに応じたデフォルトのタイムゾーンが使用されます。
リージョン

デフォルトのタイムゾーン

米国東部（バージニア北部）

America/New_York

米国西部 (オレゴン)

America/Los_Angeles

アジアパシフィック (シンガポール)

Asia/Singapore

アジアパシフィック (シドニー)

Australia/Sydney

アジアパシフィック (東京)

Asia/Tokyo
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リージョン

デフォルトのタイムゾーン

欧州 (フランクフルト)

Europe/Berlin

欧州 (アイルランド)

Europe/Dublin

欧州 (ロンドン)

Europe/London

たとえば、「何日にパッケージを配達しましょうか?」というプロンプトに対して、ユーザーがレスポン
スtomorrowで と応答した場合、パッケージが配達される実際の日付は、ユーザーのタイムゾーンによっ
て異なります。たとえば、ニューヨークの 9 月 16 日 01:00 時は、ロサンゼルスの 9 月 15 日 22:00 時で
す。サービスが 米国東部（バージニア北部） リージョンで実行されており、ロサンゼルスの人がデフォ
ルトのタイムゾーンを使用してパッケージを配達するよう注文した場合、パッケージは 16th 日ではなく
17th 日に配達されます。x-amz-lex:time-zone リクエスト属性を America/Los_Angeles に設定す
ると、パッケージは 16 日に配達されます。
属性は、IANA (Internet Assigned Number Authority) のタイムゾーン名のいずれかに設定できます。タイム
ゾーン名のリストについては、Wikipedia の「List of tz database time zones」を参照してください。

ユーザー定義のリクエスト属性の設定
ユーザー定義のリクエスト属性は、各リクエストでボットに送信するデータです。情報はamz-lexrequest-attributes、リクエストの PostContent ヘッダー、またはrequestAttributesリクエス
トの PostText フィールドで送信します。
リクエスト属性を Amazon Lex に送信するには、属性の文字列間マップを作成します。リクエスト属性の
マッピング方法を以下に示します。
{
}

"attributeName": "attributeValue",
"attributeName": "attributeValue"

PostText オペレーションの場合は、次に示すように、[requestAttributes] フィールドを使用してリ
クエストの本文にマップを挿入します。
"requestAttributes": {
"attributeName": "attributeValue",
"attributeName": "attributeValue"
}

PostContent オペレーションの場合は、マップを base64 エンコードし、それを x-amz-lexrequest-attributes ヘッダーとして送信します。
バイナリまたは構造化されたデータをリクエスト属性で送信する場合は、最初にデータを単純な文字列に
変換する必要があります。詳細については、「 」を参照してください。複雑な属性の設定 (p. 27).

セッションタイムアウトの設定
会話セッションが終了するまで、Amazon Lex はコンテキスト情報 (—スロットデータとセッション属性
—) を保持します。ボットのセッションの長さを制御するには、セッションタイムアウトを設定します。
デフォルトでは、セッションの所要時間は 5 分ですが、0〜1,440 分 (24 時間) の間で任意の所要時間を指
定できます。
たとえば、 ShoeOrdering や などのインテントをサポートするOrderShoesボットを作成したとしま
すGetOrderStatus。 は、ユーザーのインテントが靴の注文であることAmazon Lexを検出すると、ス
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ロットデータを求めます。たとえば、靴のサイズ、色、ブランドなどを求めます。ユーザーがスロット
データの一部のみを指定して靴の購入を完了しない場合、Amazon Lex はセッションが終わるまで、すべ
ての指定されたスロットデータとセッション属性を記憶します。ユーザーは、セッションの有効期限が切
れる前にセッションに戻った場合、残りのスロットデータを指定して購入を完了できます。
セッションタイムアウトは、ボットの作成時に Amazon Lex コンソールで設定します。AWS コマンドラ
インインターフェイス (AWS CLI) または API を使用して、 PutBot (p. 372) オペレーションでボットを作
成または更新するときに、 idleSessionTTLInSeconds フィールドを設定してタイムアウトを設定します。

インテント間での情報の共有
Amazon Lex では、インテント間で情報の共有をサポートしています。インテント間で共有するには、
セッション属性を使用します。
たとえば、ShoeOrdering ボットのユーザーが靴の注文を開始したとします。ボットは、ユーザーと会話
することで靴のサイズ、色、ブランドなどのスロットデータを集めます。ユーザーが注文を行うと、その
注文を処理する Lambda 関数では、注文番号を含む orderNumber セッション属性を設定します。注文の
ステータスを取得するために、ユーザーは GetOrderStatus インテントを使用します。ボットは、ユー
ザーに発注番号や注文日などのスロットデータを求めます。ボットは、必要な情報を入手すると、注文の
ステータスを返します。
ユーザーが同じセッション中にインテントを変更すると予想される場合は、最新の注文のステータスを返
すようにボットを設計できます。ユーザーに対して注文情報を再度求める代わりに、orderNumber セッ
ション属性を使用してインテント間で情報を共有し、GetOrderStatus インテントを達成できます。
ボットでは、そのためにユーザーの最後の注文のステータスを返します。
クロスインテント情報共有の例については、「」を参照してください。出張の予約 (p. 194).

複雑な属性の設定
セッション属性およびリクエスト属性は、属性と値の文字列間マップです。多くの場合、文字列マップ
を使用してクライアントアプリケーションとボットの間で属性値を転送できます。ただし、場合によっ
ては、文字列マップに容易に変換できないバイナリデータや複雑な構造の転送が必要になることもありま
す。たとえば、次の JSON オブジェクトは米国の最も人口が多い 3 つの都市の配列を示しています。
{

}

"cities": [
{
"city": {
"name": "New York",
"state": "New York",
"pop": "8537673"
}
},
{
"city": {
"name": "Los Angeles",
"state": "California",
"pop": "3976322"
}
},
{
"city": {
"name": "Chicago",
"state": "Illinois",
"pop": "2704958"
}
}
]
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このデータの配列は、文字列間マップに適切に変換されません。このような場合は、オブジェクトを単純
な文字列に変換し、その文字列を PostContent (p. 425) オペレーションと PostText (p. 434) オペレー
ションを使用してボットに送信できます。
たとえば、 を使用している場合はJavaScript、 JSON.stringify オペレーションを使用して オブジェク
トを JSON に変換し、 JSON.parse オペレーションを使用して JSON テキストを JavaScript オブジェク
トに変換できます。
// To convert an object to a string.
var jsonString = JSON.stringify(object, null, 2);
// To convert a string to an object.
var obj = JSON.parse(JSON string);

PostContent オペレーションでセッション属性を送信するには、次のJavaScriptコードに示すように、リ
クエストヘッダーに追加する前に属性を base64 エンコードする必要があります。
var encodedAttributes = new Buffer(attributeString).toString("base64");

バイナリデータを PostContent オペレーションと PostText オペレーションに送信する場合は、最初に
バイナリデータを base64 エンコードされた文字列に変換し、次にその文字列をセッション属性の値とし
て送信します。
"sessionAttributes" : {
"binaryData": "base64 encoded data"
}

Using Confidence Scores
ユーザーが発話を行うと、 Amazon Lex は、自然言語理解(NLU)を使用してユーザーの要求を理解し、適
切な意図を返します。デフォルトでは、 Amazon Lex は、ボットによって定義された最も可能性の高い意
図を返します。
場合によっては、 Amazon Lex 最も可能性の高い意図を判断できます。例えば、ユーザは曖昧な発話を
行うか、または類似の2つの意図がある可能性がある。適切な意図を判断するために、ドメインの知識と
confidence scores 別の意図のリストです。信頼スコアは、 Amazon Lex は、意図が正しい意図であるとい
う自信を示します。
2つの代替的意図の違いを判断するには、その信頼度スコアを比較します。たとえば、あるインテントの
信頼度スコアが0.95で、別のインテントの信頼度スコアが0.65の場合、最初のインテントはおそらく正答
です。ただし、ある意図のスコアが0.75で、別の意図のスコアが0.72の場合、2つの意図にあいまいさがあ
り、アプリケーション内のドメイン知識を使用して区別することができます。
また、信頼性スコアを使用してテスト アプリケーションを作成し、意図の発話の変更がボットの動作に違
いをもたらすかどうかを判断することもできます。たとえば、ボットの意図の信頼度スコアを一連の発話
を使用して取得し、その意図を新しい発話で更新することができます。その後、信頼度スコアをチェック
して、改善があったかどうかを確認できます。
信頼度スコアは Amazon Lex リターンは比較値です。絶対スコアとして信頼すべきではありません。値
は、 Amazon Lex.
信頼度スコアを使用すると Amazon Lex は、最も可能性の高い意図と最大4つの代替的意図を、各回
答の関連スコアとともに返します。すべての信頼度スコアが閾値未満の場合、 Amazon Lex には、
AMAZON.FallbackIntent、 AMAZON.KendraSearchIntentまたは両方(構成されている場合)。デフォ
ルトのしきい値を使用するか、独自のしきい値を設定できます。
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次のJSONコードは、 alternativeIntents フィールド( PostText (p. 434) 操作。
"alternativeIntents": [
{
"intentName": "string",
"nluIntentConfidence": {
"score": number
},
"slots": {
"string" : "string"
}
}
],

ボットを作成または更新する際のしきい値を設定します。APIまたは Amazon Lex コンソール。以下の地
域では、精度の向上と信頼スコアの実現をオプトインする必要があります。コンソールで、 詳細オプショ
ン セクション。APIを使用して、 enableModelImprovements パラメータ( PutBot (p. 372) 操作。 :
• 米国東部（バージニア北部） (us-east-1)
• 米国西部 (オレゴン) (us-west-2)
• アジアパシフィック (シドニー) (ap-southeast-2)
• 欧州 (アイルランド) (eu-west-1)
他のすべての地域では、デフォルトで精度の向上と信頼スコアのサポートを利用できます。
信頼度閾値を変更するには、コンソールで設定するか、 PutBot (p. 372) 操作。しきい値は 1.00 ～ 0.00
の数値でなければなりません。
コンソールを使用するには、ボットを作成または更新するときに信頼度しきい値を設定します。

ボット (コンソール) 作成時の信頼度しきい値を設定するには
•

オン ボットの作成、 信頼スコアの閾値 フィールド。

信頼しきい値 (コンソール) を更新するには
1.

ボットのリストから、更新するボットを選択します。

2.

[Settings] タブを選択します。

3.

左側のナビゲーションで、 一般.

4.

で値を更新します 信頼スコアの閾値 フィールド。

信頼しきい値 (SDK) を設定または更新するには
•

設定 nluIntentConfidenceThreshold パラメータ( PutBot (p. 372) 操作。以下のJSONコードは
設定中のパラメータを示します。
"nluIntentConfidenceThreshold": 0.75,

Session Management
その意図を変えるには Amazon Lex をユーザーとの会話で使用すると、ダイアログ コード フックからの
応答を使用できます。 Lambda または、カスタム アプリケーション内のセッション管理 API を使用できま
す。
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Using a Lambda function
_を使用する場合 Lambda 機能、 Amazon Lex 関数への入力を含む JSON 構造で呼び出されます。JSON
構造には、 currentIntent その意図を Amazon Lex は、ユーザーの発話の最も可能性の高い意図として
特定されました。JSON構造には、 alternativeIntents ]フィールドには、ユーザーの意図を満たす可
能性のある追加の意図が4つまで含まれています。各意図には、 nluIntentConfidenceScore 信頼度ス
コアを含む Amazon Lex 意図に当てはめます
別の意図を使用するには、 ConfirmIntent または ElicitSlot ダイアログ アクションを Lambda 関
数。
詳細については、「Lambda 関数の使用 (p. 141)」を参照してください。

Using the Session Management API
To use a different intent from the current intent、use the PutSession (p. 442) 操作。例えば、最初の代替
案が Amazon Lex 選択すると、 PutSession ユーザーが次に操作する意図が、ユーザーが選択した意図
になるように、意図を変更する操作。
詳細については、「Amazon Lex API を使用したセッションの管理 (p. 40)」を参照してください。

会話ログ
会話ログを有効にして、ボットとのやりとりを保存します。これらのログを使用して、ボットのパフォー
マンスを確認し、会話に関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。PostText (p. 434)
オペレーションのテキストをログに記録できます。PostContent (p. 425) オペレーションのテキストと
オーディオの両方を記録できます。会話ログを有効にすると、ユーザーとボットとの会話の詳細ビューが
表示されます。
たとえば、ボットとのセッションにはセッション ID があります。この ID を使用して、ユーザー発話およ
び対応するボットの応答を含む会話のトランスクリプトを取得できます。また、発話のインテント名やス
ロット値などのメタデータも取得します。

Note
児童オンラインプライバシー保護法 (COPPA) の対象となるボットでは、会話ログを使用するこ
とはできません。
会話ログは、エイリアスに対して設定されます。各エイリアスで、テキストログとオーディオログに対し
て異なる設定を使用できます。テキストログ、オーディオログ、またはその両方をエイリアスごとに有効
にできます。テキストログでは、テキスト入力、オーディオ入力の書き起こし、および関連するメタデー
タが CloudWatch Logs に保存されます。オーディオログは、Amazon S3 にオーディオ入力を保存しま
す。テキストおよび音声ログの暗号化は、 AWS KMS 顧客管理 CMKs.
ログ記録を設定するには、コンソールまたは PutBotAlias (p. 383) オペレーションを使用します。ボット
の $LATEST エイリアス、または Amazon Lex コンソールで利用可能なテストボットの会話をログに記録
することはできません。エイリアスの会話ログを有効にすると、PostContent (p. 425)、またはそのエイ
リアスの PostText (p. 434) オペレーションが、設定された CloudWatch Logs ロググループまたは S3 バ
ケット内のテキストまたは音声発話をログに記録します。
トピック
• 会話ログの IAM ポリシー (p. 31)
•
•
•
•

会話ログの設定 (p. 33)
会話ログの暗号化 (p. 35)
Amazon CloudWatch Logs でのテキストログの表示 (p. 36)
Amazon S3 のオーディオログへのアクセス (p. 39)
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• CloudWatch メトリクスを使用した会話ログのステータスのモニタリング (p. 39)

会話ログの IAM ポリシー
選択したログ記録のタイプに応じて、Amazon Lex には、ログを保存するために Amazon CloudWatch
Logs と Amazon Simple Storage Service (S3) バケットを使用するアクセス許可が必要です。これらのリ
ソースに Amazon Lex がアクセスできるようにするには、AWS Identity and Access Management ロール
とアクセス許可を作成する必要があります。

会話ログ用の IAM ロールとポリシーの作成
会話ログを有効にするには、CloudWatch Logs および Amazon S3 の書き込み権限を付与する必要があ
ります。S3 オブジェクトのオブジェクト暗号化を有効にする場合は、オブジェクトの暗号化に使用する
AWS KMS キーへのアクセス許可を付与する必要があります。
IAM コンソール、IAM API、または AWS Command Line Interface を使用して、ロールおよびポリシーを
作成できます。この手順では、AWS CLI を使用してロールとポリシーを作成します。

Note
次のコードは、Linux および 用にフォーマットされています。 MacOS. Windows の場合、Linux
行連結記号 (\) をキャレット (^) に置き換えます。

会話ログの IAM ロールを作成するには
1.

LexConversationLogsAssumeRolePolicyDocument.json という現在のディレクトリにドキュ
メントを作成し、次のコードを追加して保存します。このポリシードキュメントは、信頼されたエン
ティティとしてロールに Amazon Lex を追加します。これにより、Lex は、会話ログ用に設定された
リソースにログを配信するロールを引き受けることができます。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lex.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

AWS CLI で、次のコマンドを実行して、会話ログの IAM ロールを作成します。
aws iam create-role \
--role-name role-name \
--assume-role-policy-document file://
LexConversationLogsAssumeRolePolicyDocument.json

次に、Amazon Lex が CloudWatch Logs に書き込むことができるロールにポリシーを作成し、アタッチし
ます。

会話テキストを CloudWatch Logs にログ記録するための IAM ポリシーを作成するには
1.

LexConversationLogsCloudWatchLogsPolicy.json という現在のディレクトリにドキュメン
トを作成し、次の IAM ポリシーを追加して保存します。

31

Amazon Lex 開発者ガイド
会話ログの IAM ポリシー

{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log-group-name:*"
}
]

AWS CLI で、CloudWatch Logs ロググループに書き込み権限を付与する IAM ポリシーを作成しま
す。
aws iam create-policy \
--policy-name cloudwatch-policy-name \
--policy-document file://LexConversationLogsCloudWatchLogsPolicy.json

3.

会話ログ用に作成した IAM ロールにポリシーをアタッチします。
aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/cloudwatch-policy-name \
--role-name role-name

オーディオを S3 バケットにログ記録する場合は、Amazon Lex がバケットに書き込むことを可能にするポ
リシーを作成します。

S3 バケットへのオーディオログ記録のための IAM ポリシーを作成するには
1.

LexConversationLogsS3Policy.json という現在のディレクトリにドキュメントを作成し、次の
ポリシーを追加して保存します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
}
]

AWS CLI で、S3 バケットへの書き込みアクセス権限を付与する IAM ポリシーを作成します。
aws iam create-policy \
--policy-name s3-policy-name \
--policy-document file://LexConversationLogsS3Policy.json

3.

会話ログ用に作成した ロールにポリシーをアタッチします。
aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/s3-policy-name \
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--role-name role-name

IAM ロールを渡すアクセス許可の付与
コンソール、AWS Command Line Interface、または AWS SDK を使用して会話ログに使用する IAM ロー
ルを指定する場合、会話ログ IAM ロールを指定するユーザーには、ロールを Amazon Lex に渡すアクセ
ス許可が必要です。ユーザーが Amazon Lex にロールを渡すことを許可するには、ユーザーの IAM ユー
ザー、ロール、またはグループに PassRole アクセス許可を付与する必要があります。
次のポリシーは、ユーザー、ロール、またはグループに付与するアクセス許可を定義しま
す。iam:AssociatedResourceArn 条件キーと iam:PassedToService 条件キーを使用して、アクセ
ス許可の範囲を制限できます。詳細については、以下を参照してください。 ロールを に渡すためのユー
ザー権限の付与 AWS サービス および IAM および AWS STS 条件コンテキスト キー を AWS Identity
and Access Management ユーザーガイド.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "lex.amazonaws.com"
},
"StringLike": {
"iam:AssociatedResourceARN": "arn:aws:lex:region:account-id:bot:botname:bot-alias"
}
}
}
]
}

会話ログの設定
会話ログを有効または無効にするには、コンソールまたは PutBotAlias オペレーションの
conversationLogs フィールドを使用します。オーディオログ、テキストログ、またはその両方をオン
またはオフにできます。新しいボットセッションでログ記録が開始されます。ログ設定への変更は、アク
ティブなセッションでは反映されません。
テキストログを保存するには、AWS アカウントで Amazon CloudWatch Logs ロググループを使用しま
す。任意の有効なロググループを使用できます。ロググループは、Amazon Lex ボットと同じリージョン
に存在する必要があります。作成の詳細については、 CloudWatch Logs ログ グループ、「」を参照ログ
グループ ログ グループとログ ストリームの操作 を Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド.
オーディオログを保存するには、AWS アカウントで Amazon S3 バケットを使用します。任意の有効
な S3 バケットを使用できます。バケットは Amazon Lex ボットと同じリージョンにあることが必要で
す。S3バケットの作成についての詳細は、「 バケットの作成 を Amazon Simple Storage Service スター
ト・ガイド.
設定済みのロググループまたはバケットへの Amazon Lex による書き込みを有効にするポリシーのあ
る IAM ロールを指定する必要があります。詳細については、会話ログ用の IAM ロールとポリシーの作
成 (p. 31) を参照してください。
会話ログを有効にするために使用する IAM ロールには、iam:PassRole アクセス許可が必要です。以下
のポリシーをロールにアタッチする必要があります。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account:role/role"
}
]

会話ログの有効化
コンソールを使用してログを有効にするには
1.

Amazon Lex コンソール https://console.aws.amazon.com/lex を開きます。

2.

リストからボットを選択します。

3.

[Settings (設定)] タブを選択し、左側のメニューから [Conversation logs (会話ログ)] を選択します。

4.

エイリアスのリストで、会話ログを設定するエイリアスの設定アイコンを選択します。

5.

テキスト、オーディオ、またはその両方をログに記録するかどうかを選択します。

6.

テキストのログ記録の場合は、Amazon CloudWatch Logs ロググループ名を入力します。

7.

オーディオのログ記録の場合は、S3 バケット情報を入力します。

8.

省略可能。オーディオログを暗号化するには、暗号化に使用する AWS KMS キーを選択します。

9.

必要な権限を持つ IAM ロールを選択します。

10. [Save (保存)] を選択して、会話のログ記録を開始します。

API を使用してテキストログを有効にするには
1.

conversationLogs フィールドの logSettings メンバーのエントリを使用して
PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び出す
• destination メンバーを CLOUDWATCH_LOGS に設定する
• logType メンバーを TEXT に設定する
• ログの送信先である CloudWatch Logs ロググループの Amazon リソースネーム (ARN) に
resourceArn メンバーを設定する

2.

conversationLogs フィールドの iamRoleArn メンバーを、指定したリソースで会話ログを有効に
するために必要なアクセス権限を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。

API を使用してオーディオログを有効にするには
1.

conversationLogs フィールドの logSettings メンバーのエントリを使用して
PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び出す
• destination メンバーを S3 に設定する
• logType メンバーを AUDIO に設定する
• resourceArn メンバーをオーディオログが保存されている Amazon S3 バケットの ARN に設定す
る
• 省略可能。特定の AWS KMS キーでオーディオログを暗号化するには、暗号化に使用するキーの
ARN の kmsKeyArn メンバーを設定します。

2.

conversationLogs フィールドの iamRoleArn メンバーを、指定したリソースで会話ログを有効に
するために必要なアクセス権限を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。
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会話ログの無効化
コンソールを使用してログをオフにするには
1.

Amazon Lex コンソール https://console.aws.amazon.com/lex を開きます。

2.

リストからボットを選択します。

3.

[Settings (設定)] タブを選択し、左側のメニューから [Conversation logs (会話ログ)] を選択します。

4.

エイリアスのリストで、会話ログを設定するエイリアスの設定アイコンを選択します。

5.

ログ記録をオフにするには、テキスト、オーディオ、またはその両方からチェックを外します。

6.

会話のログ記録を停止するには、[Save (保存)] を選択します。

API を使用してログをオフにするには
•

conversationLogs フィールドを使用しないで PutBotAlias オペレーションを呼び出します。

API を使用してテキストログを無効にするには
•

• オーディオをログ記録する場合
• AUDIO の logSettings エントリのみを使用して PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び
出します。
• PutBotAlias オペレーションの呼び出しには、TEXT の logSettings エントリを含めること
はできません。
• オーディオをログ記録しない場合
• conversationLogs フィールドを使用しないで PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び出
します。

API を使用してオーディオログをオフにするには
•

• テキストをログ記録する場合
• TEXT の logSettings エントリのみを使用して PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び出
します。
• PutBotAlias オペレーションの呼び出しには、AUDIO の logSettings エントリを含めること
はできません。
• テキストをログ記録していない場合
• conversationLogs フィールドを使用しないで PutBotAlias (p. 383) オペレーションを呼び出
します。

会話ログの暗号化
暗号化を使用すると、会話ログの内容を保護できます。テキストおよび音声ログには、 AWS KMS 顧客管
理 CMKs データを暗号化するには CloudWatch Logs ロググループとS3バケットです。

Note
Amazon Lex 対称のみサポート CMKs. 非対称 CMK を使用して、データを暗号化することはでき
ません。
Amazon Lex がテキストログに使用する CloudWatch Logs ロググループの AWS KMS キーを使用して、
暗号化を有効にします。ログ設定に AWS KMS キーを指定して、ロググループの AWS KMS 暗号化を
有効にすることはできません。詳細については、以下を参照してください。 ログ データを暗号化する
CloudWatch Logs 使用 AWS KMS を Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド.
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オーディオログの場合は、S3 バケットでデフォルトの暗号化を使用するか、オーディオオブジェクトを暗
号化する AWS KMS キーを指定します。S3 バケットでデフォルトの暗号化が使用されている場合でも、
別の AWS KMS キーを指定してオーディオオブジェクトを暗号化できます。詳細については、以下を参照
してください。 Amazon S3 S3 バケットのデフォルト暗号化 を Amazon Simple Storage Service 開発者
ガイド.
Amazon Lex では、オーディオログの暗号化を選択した場合に AWS KMS 許可が必要です。会話ログに使
用する IAM ロールに追加のポリシーをアタッチする必要があります。S3 バケットでデフォルトの暗号化
を使用する場合、ポリシーでそのバケットに設定された AWS KMS キーへのアクセスを許可する必要があ
ります。オーディオログ設定で AWS KMS キーを指定する場合、そのキーへのアクセスを許可する必要が
あります。
会話ログのロールを作成していない場合は、「会話ログの IAM ポリシー (p. 31)」を参照してくださ
い。

オーディオログの暗号化に AWS KMS キーを使用するための IAM ポリシーを作成するには
1.

LexConversationLogsKMSPolicy.json という現在のディレクトリにドキュメントを作成し、次
のポリシーを追加して保存します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "kms-key-arn"
}
]

AWS CLI で、オーディオログの暗号化に AWS KMS キーを使用するアクセス権限を付与する IAM ポ
リシーを作成します。
aws iam create-policy \
--policy-name kms-policy-name \
--policy-document file://LexConversationLogsKMSPolicy.json

3.

会話ログ用に作成した ロールにポリシーをアタッチします。
aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/kms-policy-name \
--role-name role-name

Amazon CloudWatch Logs でのテキストログの表示
Amazon Lex は、会話のテキストログを Amazon CloudWatch Logs に保存します。ログを表示するに
は、CloudWatch Logs コンソールまたは API を使用します。詳細については、以下を参照してください。
フィルタ パターンを使用したログ データの検索 および CloudWatch Logs Insightsクエリ構文 を Amazon
CloudWatch Logs ユーザーガイド.

Amazon Lex コンソールを使用してログを表示するには
1.
2.

Amazon Lex コンソール https://console.aws.amazon.com/lex を開きます。
リストからボットを選択します。

3.

[Settings (設定)] タブを選択し、左側のメニューから [Conversation logs (会話ログ)] を選択します。
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4.

[Text logs (テキストログ)] の下のリンクを選択して、エイリアスのログを CloudWatch コンソールに
表示します。

CloudWatch コンソールまたは API を使用してログエントリを表示することもできます。ログエントリを
見つけるには、エイリアスに対して設定したロググループに移動します。Amazon Lex コンソールでログ
のログストリームプレフィックスを見つけるか、GetBotAlias (p. 307) オペレーションを使用します。
ユーザー発話のログエントリは、複数のログストリームにあります。会話内の発話には、指定されたプレ
フィックスを持つログストリームの 1 つにエントリがあります。ログストリームのエントリには、次の情
報が含まれます。
{

"messageVersion": "1.0",
"botName": "bot name",
"botAlias": "bot alias",
"botVersion": "bot version",
"inputTranscript": "text used to process the request",
"botResponse": "response from the bot",
"intent": "matched intent",
"nluIntentConfidence": "number",
"slots": {
"slot name": "slot value",
"slot name": null,
"slot name": "slot value"
...
},
"alternativeIntents": [
{
"name": "intent name",
"nluIntentConfidence": "number",
"slots": {
"slot name": slot value,
"slot name": null,
"slot name": slot value
...
}
},
{
"name": "intent name",
"nluIntentConfidence": number,
"slots": {}
}
],
"developerOverride": "true" | "false",
"missedUtterance": true | false,
"inputDialogMode": "Text" | "Speech",
"requestId": "request ID",
"s3PathForAudio": "S3 path to audio file",
"userId": "user ID",
"sessionId": "session ID",
"sentimentResponse": {
"sentimentScore": "{Positive: number, Negative: number, Neutral: number,
Mixed: number}",
"sentimentLabel": "Positive" | "Negative" | "Neutral" | "Mixed"
},
"slotToElicit": "slot name",
"dialogState": "ElicitIntent" | "ConfirmIntent" | "ElicitSlot" | "Fulfilled" |
"ReadyForFulfillment" | "Failed",
"responseCard": {
"genericAttachments": [
...
],
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
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}

"version": 1
},
"locale": "locale",
"timestamp": "ISO 8601 UTC timestamp",
"kendraResponse": {
"totalNumberOfResults": number,
"resultItems": [
{
"id": "query ID",
"type": "DOCUMENT" | "QUESTION_ANSWER" | "ANSWER",
"additionalAttributes": [
{
...
}
],
"documentId": "document ID",
"documentTitle": {
"text": "title",
"highlights": null
},
"documentExcerpt": {
"text": "text",
"highlights": [
{
"beginOffset": number,
"endOffset": number,
"topAnswer": true | false
}
]
},
"documentURI": "URI",
"documentAttributes": []
}
],
"facetResults": [],
"sdkResponseMetadata": {
"requestId": "request ID"
},
"sdkHttpMetadata": {
"httpHeaders": {
"Content-Length": "number",
"Content-Type": "application/x-amz-json-1.1",
"Date": "date and time",
"x-amzn-RequestId": "request ID"
},
"httpStatusCode": 200
},
"queryId": "query ID"
},
"sessionAttributes": {
"attribute name": "attribute value"
...
},
"requestAttributes": {
"attribute name": "attribute value"
...
}

ログエントリの内容は、トランザクションの結果、およびボットとリクエストの設定によって異なりま
す。
• missedUtterance フィールドが true の場合、intent、slots、および slotToElicit フィールド
はエントリに表示されません。
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• オーディオログが無効になっている場合、または inputDialogMode フィールドが Text の場
合、s3PathForAudio フィールドは表示されません。
• responseCard フィールドは、ボットの応答カードを定義した場合にのみ表示されます。
• requestAttributes マップは、リクエストでリクエスト属性を指定した場合にのみ表示されます。
• [ kendraResponse フィールドは、 AMAZON.KendraSearchIntent は、 Amazon Kendra インデック
ス。
• [ developerOverride フィールドは、ボットの Lambda 機能。
• sessionAttributes マップは、リクエストでセッション属性を指定した場合にのみ表示されます。
• sentimentResponse マップは、センチメント値を返すようにボットを設定した場合のみ表示されま
す。

Note
入力形式は、 messageVersion. 新しいフィールドが存在する場合、コードにエラーが出力され
ることはありません。
Amazon Lex の CloudWatch Logs への書き込みを有効にするロールとポリシーが必要です。詳細について
は、「会話ログの IAM ポリシー (p. 31)」を参照してください。

Amazon S3 のオーディオログへのアクセス
Amazon Lex は、会話のオーディオログを S3 バケットに保存します。

コンソールを使用してオーディオログにアクセスするには
1.
2.

Amazon Lex コンソール https://console.aws.amazon.com/lex を開きます。
リストからボットを選択します。

3.
4.

[Settings (設定)] タブを選択し、左側のメニューから [Conversation logs (会話ログ)] を選択します。
[Audio logs (オーディオログ)] の下のリンクを選択して、Amazon S3 コンソールでエイリアスのログ
にアクセスします。

Amazon S3 コンソールまたは API を使用してオーディオログにアクセスすることもできます。オーディオ
ファイルの S3 オブジェクトキープレフィックスは、Amazon Lex コンソールまたは GetBotAlias オペ
レーションレスポンスの resourcePrefix フィールドに表示されます。

CloudWatch メトリクスを使用した会話ログのステー
タスのモニタリング
会話ログの配信メトリクスをモニタリングするために Amazon CloudWatch を使用します。メトリクスに
アラームを設定して、ログに問題が発生した場合にその問題を認識できます。
Amazon Lex は、会話ログ用の AWS/Lex 名前空間に 4 つのメトリクスを提供します。
• ConversationLogsAudioDeliverySuccess
• ConversationLogsAudioDeliveryFailure
• ConversationLogsTextDeliverySuccess
• ConversationLogsTextDeliveryFailure
詳細については、CloudWatch会話ログの メトリクス (p. 252) を参照してください。
成功のメトリクスは、Amazon Lex がオーディオログまたはテキストログを送信先に正常に書き込んだこ
とを示しています。
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失敗のメトリクスは、Amazon Lex が指定された送信先にオーディオログまたはテキストログを配信でき
なかったことを示しています。通常、これは設定エラーです。失敗のメトリクスがゼロを超える場合は、
次の点を確認してください。
• Amazon Lex が IAM ロールの信頼されたエンティティであることを確認します。
• テキストログ記録の場合は、CloudWatch Logs ロググループが存在することを確認します。オーディオ
ログ記録の場合は、S3 バケットが存在することを確認します。
• Amazon Lex が CloudWatch Logs ロググループまたは S3 バケットにアクセスするために使用する IAM
ロールに、ロググループまたはバケットに対する書き込み権限があることを確認します。
• S3 バケットが Amazon Lex ボットと同じリージョンに存在し、アカウントに属していることを確認しま
す。
• S3 暗号化に AWS KMS キーを使用している場合は、Amazon Lex がキーを使用することを妨げるポリ
シーがないことを確認し、提供する IAM ロールに必要な AWS KMS アクセス許可があることを確認しま
す。詳細については、会話ログの IAM ポリシー (p. 31) を参照してください。

Amazon Lex API を使用したセッションの管理
ユーザーがボットとの会話を開始すると、Amazon Lex はセッションを作成します。アプリケーション
と Amazon Lex 間で交換される情報は、会話のセッション状態を構成します。リクエストを行うと、セッ
ションはボット名と指定したユーザー識別子の組み合わせによって識別されます。ユーザー識別子の詳細
については、PostContent (p. 425) または PostText (p. 434) オペレーションの userId フィールドを参
照してください。
セッションオペレーションからのレスポンスには、ユーザーとの特定のセッションを識別する一意のセッ
ション識別子が含まれます。この識別子はテスト中やボットのトラブルシューティングに使用できます。
アプリケーションとボット間で送信されるセッション状態を変更できます。たとえば、セッションに関す
るカスタム情報を含むセッション属性を作成および変更できます。また、次の発話を解釈するダイアログ
コンテキストを設定することで、会話のフローを変更できます。
セッション状態を更新する方法は 2 つあります。最初の方法は、会話の各ターンの後に呼び出される
PostContent または PostText オペレーションで Lambda 関数を使用することです。詳細については、
「Lambda 関数の使用 (p. 141)」を参照してください。もう 1 つの方法は、アプリケーションでセッショ
ン状態を変更する Amazon Lex ランタイム API を使用することです。
Amazon Lex ランタイム API は、ボットとの会話のセッション情報を管理できるオペレーションを提供し
ます。これらのオペレーションは PutSession (p. 442)、GetSession (p. 421)、DeleteSession (p. 418)
です。これらのオペレーションを使用して、ボットとのユーザーセッションの状態に関する情報を取得
し、その状態をきめ細かく制御します。
セッションの現在の状態を取得するには、GetSession オペレーションを使用します。このオペレーショ
ンは、ユーザーとのダイアログの状態、設定されているセッション属性、ユーザーが操作した最後の 3 つ
のインテントのスロット値など、セッションの現在の状態を返します。
PutSession オペレーションにより、現在のセッション状態を直接操作できます。ボットによって次に実
行されるダイアログアクションのタイプを設定できます。これにより、ボットとの会話のフローを制御で
きます。ダイアログアクションの type フィールドを Delegate に設定して、Amazon Lex にボットの次
のアクションを決定させます。
PutSession オペレーションを使用して、ボットとの新しいセッションを作成し、ボットが開始されるイ
ンテントを設定できます。PutSession オペレーションを使用して、あるインテントから別のインテント
に変更することもできます。セッションの作成時またはインテントの変更時に、スロット値やセッション
属性などのセッション状態を設定することもできます。新しいインテントが終了したら、前のインテント
を再開するオプションがあります。GetSession オペレーションを使用して、前のインテントのダイアロ
グ状態を Amazon Lex から取得し、その情報を使用してインテントのダイアログ状態を設定できます。
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PutSession オペレーションからのレスポンスには、PostContent オペレーションと同じ情報が含まれ
ます。PostContent オペレーションからのレスポンスの場合と同様に、この情報を使用して、ユーザー
に次の情報を求めることができます。
DeleteSession オペレーションを使用して既存のセッションを削除し、新しいセッションからやり直し
ます。たとえば、ボットをテストするときは、DeleteSession オペレーションを使用してボットからテ
ストセッションを削除できます。
セッションオペレーションはフルフィルメント Lambda 関数と連携します。たとえば、Lambda 関数がフ
ルフィルメント状態として Failed を返す場合、PutSession オペレーションを使用してダイアログア
クションタイプを close に設定し、fulfillmentState を ReadyForFulfillment に設定して、フル
フィルメントステップを再試行できます。
セッションオペレーションでは以下のことが可能です。
• ユーザーを待たずにボットに会話を開始させる。
• 会話中にインテントを切り替える。
• 前のインテントに戻る。
• 操作の途中で会話を開始または再開する。
• スロット値を検証し、無効であればボットに値の再入力を求めさせる。
これらのそれぞれについて、以下で詳しく説明します。

インテントの切り替え
PutSession オペレーションを使用して、あるインテントから別のインテントに切り替えることができま
す。このオペレーションを使用して、前のインテントに戻ることもできます。PutSession オペレーショ
ンを使用して、新しいインテントのセッション属性またはスロット値を設定できます。
• PutSession オペレーションを呼び出します。インテント名を新しいインテントの名前に設定し、ダイ
アログアクションを Delegate に設定します。新しいインテントに必要なスロット値またはセッション
属性を設定することもできます。
• Amazon Lex は、新しいインテントを使用してユーザーとの会話を開始します。

前のインテントの再開
前のインテントを再開するには、GetSession オペレーションを使用してインテントの要約を取得してか
ら、PutSession オペレーションを使用してインテントを前のダイアログ状態に設定します。
• GetSession オペレーションを呼び出します。このオペレーションからのレスポンスには、ユーザーが
操作した最後の 3 つのインテントのダイアログ状態の要約が含まれます。
• インテントの要約からの情報を使用して、PutSession オペレーションを呼び出します。これにより、
ユーザーは会話内の同じ場所で前のインテントに戻ります。
場合によっては、ユーザーのボットとの会話を再開する必要があります。たとえば、カスタマーサービス
ボットを作成したとします。アプリケーションは、ユーザーがカスタマーサービス担当者と話す必要があ
ると判断します。ユーザーと話した後、担当者は収集した情報を使用して会話をボットに戻すことができ
ます。
セッションを再開するには、以下のような手順を使用します。
• アプリケーションは、ユーザーがカスタマーサービス担当者と話す必要があると判断します。
• GetSession オペレーションを使用して、インテントの現在のダイアログ状態を取得します。
• カスタマーサービス担当者はユーザーと話し、問題を解決します。
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• PutSession オペレーションを使用して、インテントのダイアログ状態を設定します。さらに、スロッ
ト値やセッション属性の設定、インテントの変更を行う場合もあります。
• ボットはユーザーとの会話を再開します。
PutSession オペレーションの checkpointLabel パラメータを使用してインテントにラベルを付け、
後で検索することができます。たとえば、顧客に情報を求めるボットは、顧客が情報を収集している間に
Waiting インテントに入ることがあります。ボットは、現在のインテントのチェックポイントラベルを作
成し、Waiting インテントを開始します。顧客が戻ると、ボットはチェックポイントラベルを使用して以
前のインテントを見つけ、元に戻すことができます。
インテントは、GetSession オペレーションによって返される recentIntentSummaryView 構造体に
存在する必要があります。GetSession オペレーションリクエストでチェックポイントラベルを指定する
と、そのチェックポイントラベルを持つ最大 3 つのインテントが返されます。
• GetSession オペレーションを使用して、セッションの現在の状態を取得します。
• PutSession オペレーションを使用して、最後のインテントにチェックポイントラベルを追加します。
必要に応じて、この PutSession 呼び出しを使用して別のインテントに切り替えることができます。
• ラベル付けされたインテントに戻るときは、GetSession オペレーションを呼び出して最近のインテン
トリストを返します。checkpointLabelFilter パラメータを使用し、指定したチェックポイントラ
ベルを持つインテントのみを Amazon Lex で返すことができます。

新しいセッションの開始
ボットにユーザーとの会話を開始させる場合は、PutSession オペレーションを使用できます。
• スロットのない挨拶のインテントと、ユーザーにインテントの指定を求める結びのメッセージを作成し
ます。たとえば、「ご注文は何になさいますか? 飲み物になさいますか、ピザになさいますか」としま
す。
• PutSession オペレーションを呼び出します。インテント名を挨拶のインテントの名前に設定し、ダイ
アログアクションを Delegate に設定します。
• Amazon Lex は、ユーザーとの会話を開始する挨拶のインテントのプロンプトで応答します。

スロット値の検証
クライアントアプリケーションを使用して、ボットへのレスポンスを検証できます。レスポンスが有効で
ない場合、PutSession オペレーションを使用してユーザーから新しいレスポンスを取得できます。たと
えば、花の注文ボットがチューリップ、バラ、ユリのみを販売できるとします。ユーザーがカーネーショ
ンを注文すると、アプリケーションは以下のことができます。
• PostText または PostContent レスポンスから返されたスロット値を調べます。
• スロット値が無効な場合は、PutSession オペレーションを呼び出します。アプリケーションはスロッ
ト値をクリアし、slotToElicit フィールドを設定して、dialogAction.type 値を elicitSlot
に設定する必要があります。オプションで、Amazon Lex によってスロット値の引き出しに使用される
メッセージを変更する場合は、message および messageFormat フィールドを設定できます。

ボットのデプロイメントオプション
現在、Amazon Lex では以下のボットのデプロイメントオプションが用意されています。
• AWS Mobile SDK – AWS Mobile Amazon Lex を使用して、SDKs と通信するモバイルアプリケーション
を構築できます。
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• Facebook Messenger – Facebook Messenger ページと Amazon Lex ボットを統合すると、エンドユー
ザーは Facebook でボットと通信できます。現在の実装では、この統合でサポートされるのはテキスト
入力メッセージのみです。
• Slack – Amazon Lex ボットを Slack メッセージングアプリケーションと統合できます。
• Twilio – Amazon Lex ボットを Twilio Simple Messaging Service (SMS) と統合できます。
例については、「Deploying Amazon Lex Bots (p. 153)」を参照してください。

組み込みのインテントとスロットタイプ
ボットの作成を容易にするために、 Amazon Lex では標準の組み込みインテントとスロットタイプを使用
できます。
トピック
• 組み込みインテント (p. 43)
• 組み込みスロットタイプ (p. 54)

組み込みインテント
一般的なアクションには、標準の組み込みインテントライブラリを使用できます。組み込みインテントか
らインテントを作成するには、コンソールで組み込みインテントを選択し、新しい名前を付けます。新し
いインテントには、サンプル発話などの基本インテントの設定があります。
現在の実装では、以下の操作は実行できません。
• 元のインテントからサンプル発話の追加または削除
• 組み込みインテントのスロットを設定する

組み込みのインテントをボットに追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

組み込みのインテントを追加するボットを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[インテント] の横のプラス (+) を選択します。

4.

[インテントの追加] で、[既存のインテントの検索] を選択します。

5.

[インテントの検索] ボックスに、ボットに追加する組み込みインテントの名前を入力します。

6.

[組み込みインテントのコピー] で、インテントに名前を付け、[追加] を選択します。

7.

ボットに必要なインテントを設定します。

トピック
• AMAZON.CancelIntent (p. 44)
• AMAZON.FallbackIntent (p. 44)
• AMAZON.HelpIntent (p. 46)
• AMAZON.KendraSearchIntent (p. 46)
• AMAZON.PauseIntent (p. 53)
• AMAZON.RepeatIntent (p. 53)
• AMAZON.ResumeIntent (p. 54)
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• AMAZON.StartOverIntent (p. 54)
• AMAZON.StopIntent (p. 54)

Note
英語 (米国) (en-US) ロケールの場合、 は Alexa 標準の組み込みインテントからのインテント
Amazon Lexをサポートします。組み込みインテントの一覧については、Alexa Skills Kit の
「Standard Built-in Intents」を参照してください。
Amazon Lex では、以下のインテントはサポートされません。
• AMAZON.YesIntent
• AMAZON.NoIntent
• Alexa Skills Kit の「Built-in Intent Library」のインテント

AMAZON.CancelIntent
ユーザーが現在のやり取りをキャンセルすることを示す語句に応答します。アプリケーションは、このイ
ンテントを使用して、ユーザーとのやり取りを終了する前にスロットタイプ値や他の属性を削除できま
す。
一般的な発話:
• キャンセル
• 問題ありません
• 忘れる

AMAZON.FallbackIntent
インテントへのユーザーの入力がボットの想定どおりでない場合Amazon Lex、フォールバックインテン
トを呼び出すように を設定できます。たとえば、ユーザー入力「I'd to order candy」が OrderFlowers
ボットのインテントと一致しない場合、Amazon Lex はフォールバックインテントを呼び出してレスポン
スを処理します。
組み込みの AMAZON.FallbackIntent インテントタイプをボットに追加することで、フォールバックイ
ンテントを追加します。インテントを指定するには、PutBot (p. 372) オペレーションを使用するか、コ
ンソールの組み込みインテントのリストからインテントを選択します。
フォールバックインテントを呼び出すには、2 つのステップを使用します。最初のステップでは、フォー
ルバックインテントはユーザーからの入力に基づいてマッチングされます。フォールバックインテントが
一致した場合、ボットの動作は、プロンプトに設定された再試行回数によって異なります。たとえば、イ
ンテントを決定する最大試行回数が 2 の場合、ボットはフォールバックインテントを呼び出す前に、ボッ
トの明確化プロンプトを 2 回返します。
Amazon Lex は、次のような状況でフォールバックインテントを一致させます。
• インテントへのユーザーの入力が、ボットが想定する入力と一致しません
• オーディオ入力がノイズであるか、テキスト入力が単語として認識されません。
• ユーザーの入力があいまいで、Amazon Lex が呼び出すインテントを判断できません。
フォールバックインテントは、次の場合に呼び出されます。
• 会話の開始時に明確化のための試行回数を設定した後で、ボットがインテントとしてユーザー入力を認
識しない場合。
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• 設定された試行回数後に、インテントがユーザー入力をスロット値として認識しない場合。
• 設定された試行回数後に、インテントが確認プロンプトへの応答としてユーザー入力を認識しない場
合。
フォールバックインテントは以下と使用できます。
• フルフィルメント Lambda 関数
• 結論ステートメント
• フォローアッププロンプト
フォールバックインテントに以下を追加することはできません。
• 発話
• スロット
• 初期化および検証 Lambda 関数
• 確認プロンプト
ボットのキャンセルステートメントとフォールバックインテントの両方を設定している場合、 はフォール
バックインテントAmazon Lexを使用します。ボットにキャンセルステートメントが必要な場合は、フォー
ルバックインテントのフルフィルメント関数を使用して、キャンセルステートメントと同じ動作を指定で
きます。詳細については、abortStatement オペレーションの PutBot (p. 372) パラメータを参照して
ください。

明確化プロンプトの使用
ボットに明確化プロンプトを指定する場合、プロンプトはユーザーから有効なインテントを求めるために
使用されます。明確化プロンプトは、設定した回数だけ繰り返されます。その後、フォールバックインテ
ントが呼び出されます。
ボットの作成時に明確化プロンプトを設定せず、ユーザーが有効なインテントで会話を開始しない場
合、Amazon Lex は直ちにフォールバックインテントを呼び出します。
明確化プロンプトなしでフォールバックインテントを使用すると、Amazon Lex は次の状況下ではフォー
ルバックを呼び出しません。
• ユーザーがフォローアッププロンプトに応答しても、インテントを提供しない場合。たとえば、「今日
は他に何かしますか?」というフォローアッププロンプトに応じて、ユーザーは「はい」と言います。
Amazon Lexは、インテントを取得するためにユーザーに送信する明確化プロンプトがないため、400
Bad Request 例外を返します。
• AWS Lambda 関数を使用するときは、 ElicitIntent ダイアログタイプを返します。Amazon Lex に
は、ユーザーからインテントを取得するための明確化プロンプトがないため、400 Bad Request 例外が
返されます。
• PutSession オペレーションを使用するときは、ElicitIntent ダイアログタイプを送信しま
す。Amazon Lex には、ユーザーからインテントを取得するための明確化プロンプトがないため、400
Bad Request 例外が返されます。

フォールバックインテントでの Lambda 関数の使用
フォールバックインテントが呼び出されると、レスポンスは fulfillmentActivity オペレーションに
対する PutIntent (p. 388) パラメータの設定によって異なります。ボットは、次のいずれかを実行しま
す。
• クライアントアプリケーションにインテント情報を返します。
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• フルフィルメント Lambda 関数を呼び出します。セッションに設定されたセッション変数を使用して関
数を呼び出します。
フォールバックインテントが呼び出されたときのレスポンスの設定の詳細について
は、fulfillmentActivity オペレーションの PutIntent (p. 388) パラメータを参照してください。
フォールバックインテントでフルフィルメント Lambda 関数を使用する場合、この関数を使用して、別の
インテントを呼び出す、またはコールバック番号の収集やカスタマーサービス担当者とのセッションの開
始など、ユーザーとの何らかの通信を行うことができます。
フルフィルメント関数で他のインテントに実行できる任意のアクションをフォールバックインテント
Lambda 関数で実行できます。AWS Lambda を使用したフルフィルメント関数の作成の詳細について
は、Lambda 関数の使用 (p. 141) を参照してください 。
フォールバックインテントは、同じセッションで複数回呼び出すことができます。たとえば、Lambda 関
数で ElicitIntent ダイアログアクションを使用して、ユーザーに別のインテントの入力を求めるとし
ます。設定された試行回数の後に Amazon Lex がユーザーのインテントを推測できない場合、フォール
バックインテントを再度呼び出します。また、試行回数設定後にユーザーが有効なスロット値で応答しな
い場合に、フォールバックインテントを呼び出します。
セッション変数を使用して、フォールバックインテントが呼び出された回数を追跡するように Lambda 関
数を設定できます。Lambda 関数で設定したしきい値を超えて呼び出された場合、Lambda 関数は別のア
クションを実行できます。セッション変数の詳細については、セッション属性の設定 (p. 23) を参照し
てください。

AMAZON.HelpIntent
ボットとのやり取り中にユーザーがヘルプを必要とすることを示す単語やフレーズに応答します。このイ
ンテントが呼び出されたら、 関数Lambdaまたはアプリケーションを設定してボットの機能に関する情報
を提供し、ヘルプの分野についてフォローアップの質問をしたり、やり取りをヒューマンエージェントに
引き渡すことができます。
一般的な発話:
• help
• ヘルプ
• 解決方法

AMAZON.KendraSearchIntent
Amazon Kendra でインデックス付けしたドキュメントを検索するには、AMAZON.KendraSearchIntent
インテントを使用します。Amazon Lex がユーザーとの会話の次のアクションを決定できない場合、検索
インテントをトリガーします。
AMAZON.KendraSearchIntent は、英語 (米国) (en-US) ロケールでのみ使用できます。
Amazon Kendra は、PDF ドキュメントや Microsoft Word ファイルなどの自然言語ドキュメントにイン
デックス付けする機械学習ベースの検索サービスです。インデックス付けされたドキュメントを検索し、
質問に対して以下のタイプのレスポンスを返すことができます。
• 回答
• 質問への回答になる可能性がある FAQ のエントリ
• 質問に関連するドキュメント
AMAZON.KendraSearchIntent の使用例については、「例: Amazon Kendra インデックスを使用する
FAQ ボットを作成する (p. 52)」を参照してください。

46

Amazon Lex 開発者ガイド
組み込みインテント

ボットに AMAZON.KendraSearchIntent インテントを設定した場合、Amazon Lex は、スロットまた
はインテントのユーザー発話を判別できないときは常に、そのインテントを呼び出します。たとえば、
ボットが「ピザのトッピング」というスロットタイプのレスポンスを引き出し、ユーザーが「ピザって
何?」と言った場合、Amazon Lex は AMAZON.KendraSearchIntent を呼び出してその質問を処理しま
す。Amazon Kendra からのレスポンスがない場合、会話はボットで設定されたとおりに進みます。
同じボットで AMAZON.KendraSearchIntent と AMAZON.FallbackIntent の両方を使用する場
合、Amazon Lex は以下のようにインテントを使用します。
1. Amazon Lex は を呼び出AMAZON.KendraSearchIntentします。インテントは Amazon Kendra
Query オペレーションを呼び出します。
2. Amazon Kendra がレスポンスを返す場合、Amazon Lex はユーザーに結果を表示します。
3. Amazon Kendra からのレスポンスがない場合、Amazon Lex はユーザーに再度プロンプトを表示しま
す。以下のアクションは、ユーザーからのレスポンスによって異なります。
• ユーザーからのレスポンスに、スロット値の入力やインテントの確認など、Amazon Lex が認識する
発話が含まれている場合、ユーザーとの会話はボットで設定されたとおりに進みます。
• ユーザーからのレスポンスに Amazon Lex が認識する発話が含まれていない場合、Amazon Lex は
Query オペレーションを再度呼び出します。
4. 設定された再試行回数の後にレスポンスがない場合、Amazon Lex は AMAZON.FallbackIntent を呼
び出し、ユーザーとの会話を終了します。
AMAZON.KendraSearchIntent を使用して Amazon Kendra へのリクエストを作成するには、3 つの方
法があります。
• 検索インテントからリクエストを作成します。Amazon Lex はユーザーの発話を検索文字列として
Amazon Kendra を呼び出します。インテントを作成するときに、Amazon Kendra が返すレスポンスの
数を制限するクエリフィルタ文字列を定義できます。Amazon Lex はそのフィルタをクエリリクエスト
で使用します。
• ダイアログLambda関数を使用して、追加のクエリパラメータをリクエストに追加して検索結果を
絞り込む。kendraQueryFilterString クエリパラメータを含む Amazon Kendra フィールドを
delegate ダイアログアクションに追加します。Lambda 関数を使用してクエリパラメータをリクエス
トに追加すると、それらのパラメータは、インテントを作成したときに定義したクエリフィルタよりも
優先されます。
• ダイアログ Lambda 関数を使用して、新しいクエリを作成します。Amazon Kendra によって送信され
る完全な Amazon Lex クエリリクエストを作成できます。kendraQueryRequestPayload ダイアログ
アクションの delegate フィールドでクエリを指定します。kendraQueryRequestPayload フィー
ルドは kendraQueryFilterString フィールドよりも優先されます。
ボットを作成するときに queryFilterString パラメータを指定したり、ダイアログ
kendraQueryFilterString 関数で delegate アクションを呼び出すときに Lambda フィールドを指
定したりするには、Amazon Kendra クエリの属性フィルタとして使用する文字列を指定します。文字列が
有効な属性フィルタでないと、実行時に InvalidBotConfigException 例外が発生します。属性フィル
ターの詳細については、 https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/filtering.html#search-filtering 開発
者ガイドの「ドキュメントの属性Amazon Kendraを使用してクエリをフィルタリングする」を参照してく
ださい。
Amazon Lex が Amazon Kendra に送信するクエリを制御するには、ダイアログ
kendraQueryRequestPayload 関数の Lambda フィールドでクエリを指定できます。クエリが有効で
ない場合、Amazon Lex は InvalidLambdaResponseException 例外を返します。詳細については、
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html 開発者ガイドのAmazon Kendraクエリオペ
レーションを参照してください。
AMAZON.KendraSearchIntent の使用方法の例については、「例: Amazon Kendra インデックスを使用
する FAQ ボットを作成する (p. 52)」を参照してください。
47

Amazon Lex 開発者ガイド
組み込みインテント

IAM 検索の Amazon Kendra ポリシー
AMAZON.KendraSearchIntent インテントを使用するには、AWS Identity and Access Management
(IAM) ポリシーがアタッチされたロールを使用して、Amazon Lex Amazon Kendra インテントを呼び出
すアクセス許可を持つランタイムロールを Query が引き受けられるようにする必要があります。使用す
る IAM 設定は、AMAZON.KendraSearchIntent の作成に Amazon Lex コンソールを使用するか、AWS
SDK または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用するかによって異なります。コンソールを使
用する場合、Amazon Kendra サービスにリンクされたロールに Amazon Lex を呼び出すアクセス許可を追
加するか、Amazon Kendra Query オペレーションを呼び出すための専用のロールを使用するかを選択で
きます。AWS CLI または SDK を使用してインテントを作成するときは、Query オペレーションを呼び出
すための専用のロールを使用する必要があります。

アクセス許可のアタッチ
コンソールを使用して、Amazon Kendra Query オペレーションに対するアクセス許可をデフォルトの
Amazon Lex サービスにリンクされたロールにアタッチできます。サービスにリンクされたロールにアク
セス許可をアタッチする場合は、Amazon Kendra インデックスに接続するための専用のランタイムロール
を作成して管理する必要はありません。
Amazon Lex コンソールへのアクセスに使用するユーザー、ロール、またはグループには、ロールポリ
シーを管理するアクセス許可が必要です。以下の IAM ポリシーをコンソールのアクセスロールにアタッチ
します。これらのアクセス許可を付与すると、既存のサービスにリンクされたロールポリシーを変更する
アクセス許可がロールに付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:GetRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListRoles",
"Resource": "*"
}
]
}

ロールの指定
コンソール、AWS CLI、または API を使用して、Amazon Kendra Query オペレーションを呼び出すとき
に使用するランタイムロールを指定できます。
ランタイムロールの指定に使用する IAM ユーザー、ロール、またはグループには、iam:PassRole
アクセス許可が必要です。以下のポリシーでは、このアクセス許可を定義していま
す。iam:AssociatedResourceArn および iam:PassedToService 条件コンテキストキーを使用し
て、アクセス許可の範囲をさらに制限できます。詳細については、 IAM ユーザーガイドのAWS STS「」
および「 条件コンテキストAWS Identity and Access Managementキー」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account:role/role"

Amazon Lex が Amazon Kendra の呼び出しに使用する必要があるランタイムロールに
は、kendra:Query アクセス許可が必要です。IAM Amazon Kendra オペレーションを呼び出すアクセス
許可に既存の Query ロールを使用する場合、そのロールには以下のポリシーがアタッチされている必要が
あります。
IAM コンソール、IAM API、または AWS CLI を使用して、ポリシーを作成し、ロールにアタッチできま
す。以下の手順では、AWS CLI を使用してロールとポリシーを作成します。

Note
次のコードは、Linux と MacOS 用にフォーマットされています。Windows の場合、Linux 行連結
記号 (\) をキャレット (^) に置き換えます。

Query オペレーションのアクセス許可をロールに追加するには
1.

現在のディレクトリに KendraQueryPolicy.json という名前でドキュメントを作成し、以下の
コードを追加して保存します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kendra:Query"
],
"Resource": [
"arn:aws:kendra:region:account:index/index ID"
]
}
]

AWS CLI で、以下のコマンドを実行して、IAM Amazon Kendra オペレーションを実行するための
Query ポリシーを作成します。
aws iam create-policy \
--policy-name query-policy-name \
--policy-document file://KendraQueryPolicy.json

3.

IAM オペレーションの呼び出しに使用している Query ロールに、そのポリシーをアタッチします。
aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/query-policy-name
--role-name role-name

Amazon Lex サービスにリンクされたロールを更新するか、ボット用に AMAZON.KendraSearchIntent
を作成したときに作成したロールを使用するかを選択できます。以下の手順は、使用する IAM ロールを選
択する方法を示しています。

AMAZON.KendraSearchIntent のランタイムロールを指定するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。
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2.

AMAZON.KendraSearchIntent を追加するボットを選択します。

3.
4.
5.

[インテント] の横のプラス (+) を選択します。
[インテントの追加] で、[既存のインテントの検索] を選択します。

6.
7.

[組み込みインテントのコピー] にインテントの名前 (「KendraSearchIntent」など) を入力し、[追
加] を選択します。
[Amazon Kendra クエリ] セクションを開きます。

8.

[IAM ロール] で、以下のいずれかのオプションを選択します。

[インテントの検索] に「AMAZON.KendraSearchIntent」と入力し、[追加] を選択します。

• ボットが Amazon Lex インデックスをクエリできるように Amazon Kendra サービスにリンクされ
たロールを更新するには、[Amazon Kendra アクセス許可の追加] を選択します。
• Amazon Kendra Query オペレーションを呼び出すアクセス許可を持つロールを使用するには、[既
存のロールを使用] を選択します。

フィルタとしてのリクエスト属性とセッション属性の使用
Amazon Kendra から現在の会話に関連するアイテムへのレスポンスをフィルタ処理するには、ボット
の作成時に queryFilterString パラメータを追加して、セッション属性とリクエスト属性をフィル
タとして使用します。インテントを作成するときに属性のプレースホルダーを指定します。それによ
り、Amazon Lex が Amazon Kendra を呼び出す前にプレースホルダーを値に置き換えます。リクエスト属
性の詳細については、「リクエスト属性の設定 (p. 24)」を参照してください。セッション属性の詳細に
ついては、「セッション属性の設定 (p. 23)」を参照してください。
以下に示しているのは、queryFilterString というセッション属性を使用して "DocumentType" クエ
リをフィルタ処理する Amazon Kendra パラメータの例です。
"{\"equalsTo\": {\"key\": \"Type\", \"value\": {\"stringValue\": \"[DocumentType]\"}}}"

以下に示しているのは、queryFilterString というリクエスト属性を使用して "DepartmentName"
クエリをフィルタ処理する Amazon Kendra パラメータの例です。
"{\"equalsTo\": {\"key\": \"Department\", \"value\": {\"stringValue\":
\"((DepartmentName))\"}}}"

検索レスポンスの使用
Amazon Kendra は、インテントの conclusion ステートメントでの検索に対するレスポンスを返しま
す。フルフィルメント conclusion 関数が結論メッセージを生成しない限り、インテントには Lambda
ステートメントが必要です。
Amazon Kendra には 4 タイプのレスポンスがあります。
• x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-question-<N> – 検索に一致する
FAQ からの質問。
• x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-answer-<N> – 検索に一致する FAQ
からの回答。
• x-amz-lex:kendra-search-response-document-<N> – 発話のテキストに関連するインデックス
内のドキュメントからの抜粋。
• x-amz-lex:kendra-search-response-answer-<N> – 質問への回答があるインデックス内のド
キュメントからの抜粋。
レスポンスは request 属性で返されます。各属性には、最大 5 つのレスポンスがあり 1 ～ 5 の番号が
付けられます。レスポンスの詳細については、 https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/responsetypes.html 開発者ガイドの「レスポンスAmazon Kendraのタイプ」を参照してください。
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conclusion ステートメントには、1 つ以上のメッセージグループが必要です。各メッセージグループに
は、1 つ以上のメッセージが含まれます。各メッセージには、Amazon Kendra からのレスポンスでリク
エスト属性によって置き換えられる 1 つ以上のプレースホルダー変数を含めることができます。メッセー
ジ内のすべての変数がランタイムレスポンスのリクエスト属性値で置き換えられるメッセージグループ
には、1 つ以上のメッセージが必要です。プレースホルダー変数のないメッセージグループには、1 つの
メッセージが必要です。リクエスト属性は二重かっこ (( )) で囲みます。以下のメッセージグループのメッ
セージは Amazon Kendra からのレスポンスに一致します。
• 「FAQ の質問 ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-question-1)) を見つけました。回答
は ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer -answer-1)) です」
• 「参考になるドキュメント ((x-amz-lex:kendra-search-response-document-1)) からの抜粋を見つけまし
た」
• 「質問への回答はおそらく ((x-amz-lex:kendra-search-response-answer-1)) です」

Lambda 関数を使用したリクエストとレスポンスの管理
AMAZON.KendraSearchIntent インテントでは、ダイアログコードフックとフルフィルメントコード
フックを使用して、Amazon Kendra へのリクエストとレスポンスを管理できます。Lambda に送信するク
エリを変更する場合はダイアログコードフック Amazon Kendra 関数を使用し、レスポンスを変更する場
合はフルフィルメントコードフック Lambda 関数を使用します。

ダイアログコードフックを使用したクエリの作成
ダイアログコードフックを使用して、Amazon Kendra に送信するクエリを作成できます。ダイアログコー
ドフックを使用するかどうかはオプションです。ダイアログコードフックを指定しない場合、Amazon Lex
によってユーザー発話からクエリが作成され、queryFilterString が使用されます (インテントの設定
時に指定した場合)。
ダイアログコードフックレスポンスで 2 つのフィールドを使用して、Amazon Kendra へのリクエストを変
更できます。
• kendraQueryFilterString – この文字列を使用して、Amazon Kendra リクエストの属性フィ
ルタを指定します。インデックスで定義されたインデックスフィールドのいずれかを使用して、ク
エリをフィルタ処理できます。フィルタ文字列の構造については、 https://docs.aws.amazon.com/
kendra/latest/dg/filtering.html#search-filtering 開発者ガイドの「ドキュメントの属性Amazon Kendraを
使用してクエリをフィルタリングする」を参照してください。指定したフィルタ文字列が有効でない
と、InvalidLambdaResponseException 例外が発生します。kendraQueryFilterString 文字列
は、インテント用に設定された queryFilterString で指定されたクエリ文字列を上書きします。
• kendraQueryRequestPayload – この文字列を使用して、Amazon Kendra クエリを指定し
ます。クエリでは、Amazon Kendra の任意の機能を使用できます。有効なクエリを指定しな
いと、InvalidLambdaResponseException 例外が発生します。詳細については、 https://
docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html 開発者ガイドのAmazon Kendra「クエリ」を参
照してください。
フィルタまたはクエリ文字列を作成した後、レスポンスの Amazon Lex フィールドを dialogAction に
設定して、レスポンスを delegate に送信します。Amazon Lex はクエリを Amazon Kendra に送信して
から、クエリレスポンスをフルフィルメントコードフックに返します。

レスポンスでのフルフィルメントコードフックの使用
Amazon Lex がクエリを Amazon Kendra に送信した後、クエリレスポンスが
AMAZON.KendraSearchIntent フルフィルメント Lambda 関数に返されます。コードフックへの入
力イベントには、Amazon Kendra からの完全なレスポンスが含まれます。クエリデータは、Amazon
Kendra Query オペレーションによって返されるものと同じ構造になります。詳細については、 https://
docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html#API_Query_ResponseSyntax 開発者ガイドの
Amazon Kendra「クエリレスポンスの構文」を参照してください。
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フルフィルメントコードフックはオプションです。フルフィルメントコードフックがない場合、またはレ
スポンスでメッセージを返さない場合、Amazon Lex はレスポンスに conclusion ステートメントを使用
します。

例: Amazon Kendra インデックスを使用する FAQ ボットを作成する
この例では、Amazon Lex インデックスを使用してユーザーの質問への回答を返す Amazon Kendra ボット
を作成します。FAQ ボットはユーザーのダイアログを管理します。AMAZON.KendraSearchIntent イ
ンテントを使用して、インデックスをクエリし、ユーザーにレスポンスを返します。ボットを作成するに
は、以下の操作を行います。
1. 顧客と対話して回答を返すボットを作成します。
2. カスタムインテントを作成します。ボットには、少なくとも 1 つのインテントと 1 つの発話が必要で
す。このインテントはボットのビルドに使用されるだけで、それ以外には使用されません。
3. ボットに KendraSearchIntent インテントを追加し、Amazon Kendra インデックスで使用されるよ
うに設定します。
4. ボットをテストするには、Amazon Kendra インデックス内のドキュメントに回答がある質問をしま
す。
この例を使用する前に、Amazon Kendra インデックスを作成する必要があります。詳細については、
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/gs-console.html 開発者ガイドAmazon KendraのS3 バケッ
トの開始方法 (コンソール)」を参照してください。

FAQ ボットを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ボット] を選択します。

3.

[作成] を選択します。

4.

[Custom bot (カスタムボット)] を選択します。以下のようにボットを設定します。
• [ボット名] – ボットには、KendraTestBot などの目的を示す名前を付けます。
• [音声出力] – [なし] を選択します。
• [セッションタイムアウト] – 「5」と入力します。
• [感情分析] – [いいえ] を選択します。
• [COPPA] – [いいえ] を選択します。
• [ユーザー発話の保存] – [保存しない] を選択します。

5.

[作成] を選択します。

ボットを正常にビルドするには、1 つ以上のインテントと 1 つ以上のサンプル発話を作成する必要があり
ます。このインテントは Amazon Lex ボットのビルドに必要ですが、FAQ のレスポンスには使用されませ
ん。このインテントの発話は、顧客が尋ねるどの質問にも適用されないようにしてください。

必要なインテントを作成するには
1.

[ボットの開始方法] ページで、[インテントの作成] を選択します。

2.

[インテントの追加] で、[インテントの作成] を選択します。

3.

[インテントの作成] ダイアログボックスで、インテントに「RequiredIntent」などの名前を付けま
す。

4.

[サンプル発話] に「Required utterance」などの発話を入力します。

5.

[インテントの保存] を選択します。
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次は、Amazon Kendra インデックスを検索するインテント、および返すレスポンスメッセージを作成しま
す。

AMAZON.KendraSearchIntent インテントとレスポンスメッセージを作成するには
1.

ナビゲーションペインで、[インテント] の横のプラス (+) を選択します。

2.

[インテントの追加] で、[既存のインテントの検索] を選択します。

3.

[インテントの検索] ボックスに「」と入力しAMAZON.KendraSearchIntent、リストから選択しま
す。

4.

[組み込みインテントのコピー] で、インテントに「KendraSearchIntent」などの名前を付け、[追
加] を選択します。

5.

インテントエディタで、[Amazon Kendra クエリ] を選択してクエリオプションを開きます。

6.

[Amazon Kendra インデックス] メニューから、検索するインデックスを選択します。

7.

[レスポンス] セクションで、以下の 3 つのメッセージを追加します。
I found a FAQ question for you: ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answerquestion-1)) and the answer is ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answeranswer-1)).
I found an excerpt from a helpful document: ((x-amz-lex:kendra-search-responsedocument-1)).
I think the answer to your questions is ((x-amz-lex:kendra-search-response-answer-1)).

8.

[インテントの保存] を選択してから、[ビルド] を選択してボットをビルドします。

最後に、コンソールテストウィンドウを使用して、ボットからのレスポンスをテストします。質問は、イ
ンデックスがサポートするドメインにあることが必要です。

FAQ ボットをテストするには
1.

コンソールテストウィンドウで、インデックスに対する質問を入力します。

2.

テストウィンドウのレスポンスセクションで、回答を確認します。

3.

別の質問のためにテストウィンドウをリセットするには、[チャットの履歴をクリア] を選択します。

AMAZON.PauseIntent
ユーザーがボットとのやり取りを一時停止して、後で戻ることができるようにする単語やフレーズに応答
します。Lambda 関数またはアプリケーションは、インテントデータをセッション変数に保存するか、現
在のインテントを再開するときに GetSession (p. 421) オペレーションを使用してインテントデータを取
得する必要があります。
一般的な発話:
• 一時停止
• その を一時停止する

AMAZON.RepeatIntent
ユーザーが前のメッセージを繰り返すことを可能にする語句に応答します。アプリケーションは
Lambda 関数を使用して以前のインテント情報をセッション変数に保存する必要があります。または、
GetSession (p. 421) オペレーションを使用して以前のインテント情報を取得する必要があります。
一般的な発話:
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• 繰り返し
• もう一度説明する
• 繰り返します。

AMAZON.ResumeIntent
ユーザーが以前に一時停止したインテントを再開できるようにする単語やフレーズに応答しま
す。Lambda 関数またはアプリケーションは、前のインテントを再開するために必要な情報を管理する必
要があります。
一般的な発話:
• 再開
• 続行
• 引き続き

AMAZON.StartOverIntent
ユーザーが現在のインテントの処理を停止し、最初からやり直すことができる語句に応答しま
す。Lambda 関数または PutSession オペレーションを使用して、最初のスロット値を再度引き出すこと
ができます。
一般的な発話:
• スタートオーバー
• の再起動
• もう一度起動する

AMAZON.StopIntent
ユーザーが現在のインテントの処理を停止し、ボットとのやり取りを終了することを示す語句に対応しま
す。Lambda 関数またはアプリケーションは、既存の属性とスロットタイプ値をクリアしてから、操作を
終了します。
一般的な発話:
• stop
• オフ
• シャットダウン

組み込みスロットタイプ
Amazon Lex は、スロット内のデータが認識されて処理される方法を定義する組み込みスロットタイプを
サポートしています。これらのスロットタイプはインテントで作成できます。これにより、よく使用され
るスロットデータの列挙値 (日付、時刻、場所など) を作成する必要がなくなります。組み込みスロットタ
イプにはバージョンがありません。
スロットタイプ

短い説明

サポート対象ロケール

AMAZON.Airport (p. 56)

空港を表す単語を認識
します。

すべてのロケール
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スロットタイプ

短い説明

サポート対象ロケール

AMAZON.AlphaNumeric (p.文字と数字で構成され
56)
る単語を認識します。

すべてのロケール

AMAZON.City (p. 57)

英語 (米国) を除くすべ
てのロケール

都市を表す単語を認識
します。

AMAZON.Country (p. 57) 国を表す単語を認識し
ます。

すべてのロケール

AMAZON.DATE (p. 57)

日付を表す単語を認識
し、標準形式に変換し
ます。

すべてのロケール

AMAZON.DURATION (p. 58)
期間を表す単語を認識
し、標準形式に変換し
ます。

すべてのロケール

AMAZON.EmailAddress (p.E58)
メールアドレスを表す すべてのロケール
単語を認識し、標準の
E メールアドレスに変換
します。
AMAZON.FirstName (p. 58)名を表す単語を認識し
ます。

英語 (米国) を除くすべ
てのロケール

AMAZON.LastName (p. 58)姓を表す単語を認識し
ます。

英語 (米国) を除くすべ
てのロケール

AMAZON.NUMBER (p. 59)数値語を認識し、数字
に変換します。

すべてのロケール

AMAZON.Percentage (p. 59)
パーセントを表す単語
を認識し、数値とパー
セント記号 (%) に変換
します。

すべてのロケール

AMAZON.PhoneNumber (p.
電話番号を表す単語を
59)
認識し、数値文字列に
変換します。

すべてのロケール

AMAZON.SpeedUnit (p. 60)速度の単位を表す単語
を認識し、標準の略語
に変換します。

英語 (米国)

AMAZON.State (p. 60)

状態を表す単語を認識
します。

英語 (米国) を除くすべ
てのロケール

AMAZON.StreetName (p. 60)
ストリート名を表す単
語を認識します。

英語 (米国) を除くすべ
てのロケール

AMAZON.TIME (p. 61)

すべてのロケール

時刻を示す単語を認識
して、時間形式に変換
します。

AMAZON.WeightUnit (p. 61)
重量の単位を表す単語
を認識し、標準の略語
に変換します。
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Note
英語 (米国) (en-US) ロケールの場合、 は Alexa Skill Kit のスロットタイプAmazon Lexをサポー
トしています。使用可能な組み込みスロットタイプの一覧については、Alexa スキルキットのド
キュメントの「スロットタイプリファレンス」を参照してください。
• Amazon Lex では、AMAZON.LITERAL または AMAZON.SearchQuery 組み込みスロットタイ
プをサポートしていません。

AMAZON.Airport
空港のリストを入力します。その例を以下に示します。
• ジョン F. ベルリン空港
• ミラノ空港

AMAZON.AlphaNumeric
文字と数字で構成される文字列 (APQ123 など) を認識します。
以下を含む文字列には、AMAZON.AlphaNumeric スロットタイプを使用できます。
• 英字 (ABC など)
• 数値 (123 など)
• 英数字の組み合わせ (ABC123 など)
スロットに入力された値を検証するために、AMAZON.AlphaNumeric スロットタイプに正規表現を追加
できます。たとえば、正規表現を使用して次のことを検証できます。
• イギリスまたはカナダの郵便番号
• 運転免許証番号
• 車両識別番号
標準の正規表現を使用します。Amazon Lex は、正規表現で次の文字をサポートします。
• A ～ Z、a ～ z
• 0-9
Amazon Lex は、正規表現で Unicode 文字もサポートします。その形式は \uUnicode です。Unicode 文
字を表すには、4 桁の数字を使用します。たとえば、[\u0041-\u005A] は [A-Z] と同じです。
次の正規表現演算子はサポートされていません。
• 無限リピーター: *、+、または 上限のない {x,}
• ワイルドカード (.)
正規表現の最大長は 100 文字です。正規表現を使用する AMAZON.AlphaNumeric スロットタイプに保存さ
れる文字列の最大長は 30 文字です。
正規表現の例を次に示します。
• APQ123 または APQ1 などの英数字の文字列: [A-Z]{3}[0-9]{1,3} またはより制約がある [A-DP-T]
{3} [1-5]{1,3}
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• 米国国際プライオリティー郵便の形式 (CP123456789US など): CP[0-9]{9}US
• 銀行ルーティング番号 (123456789 など): [0-9]{9}
スロットタイプの正規表現を設定するには、コンソールまたは PutSlotType (p. 400) オペレーション
を使用します。スロットタイプを保存するときに、正規表現が検証されます。正規表現が有効でない場
合、Amazon Lex はエラーメッセージを返します。
スロットタイプで正規表現を使用するときに、Amazon Lex はそのタイプのスロットへの入力を正規表現
と照合します。入力が式と一致する場合、値はスロットに対して受け入れられます。入力が一致しない場
合、Amazon Lex は入力を繰り返すようユーザーに要求します。

AMAZON.City
ローカルおよび世界の都市のリストを提供します。スロットタイプは、都市名の共通バリエーションを認
識します。 Amazon Lex は、バリエーションから公式名に変換しません。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでは使用できません。
例:
• New York
• レイキャビク
• 東京
• 頂点

AMAZON.Country
世界中の国の名前。例:
• オーストラリア
• ドイツ
• 日本
• アメリカ合衆国
• ウルグアイ

AMAZON.DATE
日付を表す単語を日付形式に変換します。
日付はISO-8601 日付形式でインテントに提供されます。インテントが スロットで受信する日付は、ユー
ザーによって発話される特定のフレーズによって異なります。
• 「today」、「now」、または「11 月 20 日」など、特定の日付にマッピングされる発話は、完全な日付
に変換されます。 2020-11-25これはデフォルトで現在の日付以降の日付になります。
• 特定の週 (例: "This week"、または "next week") にマッピングされる発話は、曜日の初日の日付に変
換されます。ISO-8601 形式では、週は月曜日から始まり、日曜日に終了します。たとえば、今日が
2020-11-25 の場合、「次の週」は に変換されます2020-11-30。
• 「翌月」など、特定の日にマッピングされる発話は、月の最終日に変換されます。たとえば、今日が
2020-11-25 の場合、「next month」は に変換されます2020-12-31。
• 「next year」など、1 年を特定の月または日にマッピングする発話は、次の年の最終日に変換されま
す。たとえば、今日が 2020-11-25 の場合、「next year」は に変換されます2021-12-31。
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AMAZON.DURATION
再生時間を示す単語を数値再生時間に変換します。
期間はISO-8601 期間形式 に基づく形式に解決されますPnYnMnWnDTnHnMnS。は、これが期間Pであり、
n が数値であり、 に続く大文字nが特定の日付または時刻要素であることを示します。たとえば、 は 3 日
間P3Dを意味します。T は、残りの値が日付要素ではなく時間要素を表すために使用されます。
例:
• 「10 分」: PT10M
• 「five hours」: PT5H
• 「three days」: P3D
• 「forty five seconds」: PT45S
• 「8 週間」: P8W
• 「seven years」: P7Y
• 「five hours 10 minutes」: PT5H10M
• 「two years three hours 10 minutes」: P2YT3H10M

AMAZON.EmailAddress
username@domain としての E メールアドレスを表す単語を認識します。アドレスのユーザー名には、特
殊文字のアンダースコア (_)、ハイフン (-)、ピリオド (.)、プラス記号 (+) を含めることができます。

AMAZON.FirstName
一般的に名が使用されます。このスロットタイプは、正式な名前と非公式なニックネームの両方を認識し
ます。インテントに送信される名前は、ユーザーによって送信される値です。 Amazon Lex はニック名か
ら正式名に変換されません。
音が似ていてもスペルが異なる名の場合、 はインテントに単一の共通フォームAmazon Lexを送信しま
す。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでは使用できません。
例:
• エミリー
• John
• ソフィ語

AMAZON.LastName
一般的に姓が使用されます。スペルが異なる、音が異なる名前の場合、 はインテントに単一の共通フォー
ムAmazon Lexを送信します。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでは使用できません。
例:
• ブルーキー
• ダシャー
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• エバース
• ペア
• ウェールズ語

AMAZON.NUMBER
数値を表す単語または数値を、10 進数を含む数値に変換します。次の表は、AMAZON.NUMBER スロットタ
イプでの数値語の変換方法を示しています。
Input

レスポンス

one hundred twenty three point four five

123.45

one hundred twenty three dot four five

123.45

point four two

0.42

point forty two

0.42

232.998

232.998

50

50

AMAZON.Percentage
パーセンテージを表す単語と記号を数値とパーセント記号 (%) に変換します。
パーセント記号や単語「percent」を使わずに数値を入力すると、スロット値は数値に設定されます。次の
表は、AMAZON.Percentage スロットタイプでのパーセンテージの変換方法を示しています。
Input

レスポンス

50 percent

50%

0.4 パーセント

0.4%

23.5%

23.5%

25%

25%

AMAZON.PhoneNumber
電話番号を表す数値や単語を、次に示すように、区切り文字を使用しない文字列形式に変換します。
タイプ

説明

Input

結果

先頭にプラス記号 (+) が
付いた国際番号

先頭にプラス記号が付
いた 11 桁の番号

+61 74 4445 1061

+61744431061

+1 (509) 555-1212

+15095551212

先頭にプラス記号 (+) が
ない国際番号

先頭にプラス記号がな
い 11 桁の番号

1 (509) 555-1212

15095551212

617 4445 1061

61744451061
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タイプ

説明

Input

結果

国内番号

国番号がない 10 桁の番
号

(03) 5115 4444

0351154444

(509) 555-1212

5095551212

国番号や市外局番がな
い 7 桁の電話番号

555-1212

5551212

ローカル番号

AMAZON.SpeedUnit
速度の単位を表す単語を、対応する略語に変換します。たとえば、「miles per hour」は mph に変換され
ます。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでのみ使用できます。
次の例は、AMAZON.SpeedUnit スロットタイプでの速度単位の変換方法を示しています。
速度の単位

略語

miles per hour、mph、MPH、m/h

mph

kilometers per hour、km per
hour、kmph、KMPH、km/h

kmph

meters per second、mps、MPS、m/s

mps

nautical miles per hour、knots、knot

knot

AMAZON.State
国の地理的および政治的リージョンの名前。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでは使用できません。
例:
• ベリア
• 東京(にこ)
• 太平洋北部
• Queensand
• ウェールズ

AMAZON.StreetName
一般的な住所内の住所の名前。住所番号ではなく、住所名のみを含みます。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでは使用できません。
例:
• キャンベラ通り
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• フロントストリート
• Market Road (マーケット道路)

AMAZON.TIME
時刻を表す単語を時刻値に変換します。あいまいな時刻の解決が含まれています。ユーザーがあいまいな
時刻を入力すると、Amazon Lex は slotDetails イベントの Lambda 属性を使用して、あいまいな時刻
の解決を Lambda 関数に渡します。たとえば、ボットからユーザーに配達時間を尋ねたときにユーザーが
「10 時」と答えると、この時刻はあいまいです。午前 10:00 なのか午後 10:00 なのかが不明です。この場
合、slots マップの値は null となり、slotDetails エンティティには 2 つの可能な時刻の解決が含ま
れます。Amazon Lex は以下を Lambda 関数に入力します。
"slots": {
"deliveryTime": null
},
"slotDetails": {
"deliveryTime": {
"resolutions": [
{
"value": "10:00"
},
{
"value": "22:00"
}
]
}
}

ユーザーからあいまいではない時刻が返されると、Amazon Lex は Lambda イベントの slots 属性で時刻
を Lambda 関数に送信し、slotDetails 属性は空になります。たとえば、ユーザーが配達時間を求める
プロンプトに対して「10:00 PM」と返答すると、Amazon Lex は Lambda 関数に次のように入力します。
"slots": {
"deliveryTime": "22:00"
}

Amazon Lex から Lambda 関数に送信されるデータの詳細については、「入力イベントの形式 (p. 141)」
を参照してください。

AMAZON.WeightUnit
重量の単位を表す単語を対応する略語に変換します。たとえば、「kilogram」は kg に変換されます。
このスロットタイプは、英語 (米国) (en-US) ロケールでのみ使用できます。
以下の例は、AMAZON.WeightUnit スロットタイプでの重量単位の変換方法を示しています。
重量の単位

略語

kilograms、kilos、kgs、KGS

kg

grams、gms、gm、GMS、g

Amazon EC2 のセキュリティグループ

milligrams、mg、mgs

mg

pounds、lbs、LBS

lbs
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重量の単位

略語

ounces、oz、OZ

oz

tonne、ton、t

t

kiloton、kt

kt

カスタムスロットタイプ
インテントごとに、ユーザーのリクエストの達成に必要な情報を示すパラメータを指定できます。これ
らのパラメータ (スロット) にはタイプがあります。スロットタイプは、スロット値を認識するように機
械学習モデルをトレーニングするために Amazon Lex で使用する値のリストです。たとえば、Genres.
というスロットタイプを定義できます。このスロットタイプの各値は、ジャンル名を示す「comedy」、
「adventure」、「documentary」などです。スロットタイプ値にはシノニムを定義できます。たとえば、
「comedy」値のシノニムとして「funny」や「humorous」を定義できます。
スロット値に解決される候補を制限するようにスロットタイプを設定できます。スロット値は列挙値とし
て使用されます。ユーザーが入力した値は、スロット値のいずれかまたはシノニムと一致した場合にの
み、スロット値として解決されます。シノニムは、対応するスロット値に解決されます。たとえば、ユー
ザーが「funny」と入力した場合、これはスロット値「comedy」に解決されます。
また、値を拡張するようにスロットタイプを設定することもできます。スロット値はトレーニングデータ
として使用され、スロットはスロット値やシノニムに類似している場合に、ユーザーが指定した値に解決
されます。これがデフォルトの動作です。
Amazon Lex には、スロットの解決の候補リストが保持されています。リスト内のエントリごとに、 でス
ロットの追加候補として認識された解決値Amazon Lexがあります。解決値は、スロット値と一致させるた
めの最適な方法です。リストには最大 5 つの値が含まれます。
ユーザーが入力した値がシノニムである場合、解決値のリストの最初のエントリはスロットタイプ
値になります。たとえば、ユーザーが「funny」と入力すると、slots フィールドに「funny」が入
り、slotDetails フィールドの最初のエントリが「comedy」になります。PutSlotType (p. 400) オペ
レーションを使用してスロットタイプを作成または更新するときに、スロット値が解決リストの最初の値
になるように、valueSelectionStrategy を設定できます。
関数を使用している場合は、関数への入力イベントに Lambda という解決リストが含まれていま
す。slotDetails 次の例は、Lambda 関数への入力のスロットとスロット詳細のセクションを示してい
ます。

"slots": {
"MovieGenre": "funny";
},
"slotDetails": {
"Movie": {
"resolutions": [
"value": "comedy"
]
}
}

スロットタイプごとに、最大 10,000 個の値とシノニムを定義できます。各ボットには、合計 50,000
個のスロットタイプ値とシノニムを含めることができます。たとえば、5,000 の値と 5,000 のシノニム
を含む 5 個のスロットタイプを使用するか、2,500 の値と 2,500 のシノニムを含む 10 個のスロットタ
イプを使用できます。これらの制限を超えると、PutBot (p. 372) オペレーションを呼び出したときに
LimitExceededException が返されます。
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スロットの難読化
Amazon Lex では、スロットの内容を難読化または非表示にして、コンテンツが表示されないようにする
ことができます。スロット値としてキャプチャされた機密データを保護するには、スロットの難読化を有
効にして会話ログでそれらの値をマスクできます。
スロット値を難読化することを選択した場合、Amazon Lex はスロット値を会話ログ内のスロットの名前
に置き換えます。full_name と呼ばれるスロットの場合、スロットの値は次のように難読化されます。
Before obfuscation:
My name is John Stiles
After obfuscation:
My name is {full_name}

発話に括弧文字 ({}) が含まれている場合、Amazon Lex は括弧文字を 2 つのバックスラッシュ (\\) でエス
ケープします。たとえば、テキスト {John Stiles} は次のように難読化されます。
Before obfuscation:
My name is {John Stiles}
After obfuscation:
My name is \\{{full_name}\\}

スロット値は会話ログで難読化されます。スロット値は、PostContent および PostText オペレーショ
ンからのレスポンスでも使用できます。スロット値は、検証およびフルフィルメント Lambda 関数で使用
できます。プロンプトまたはレスポンスでスロット値を使用している場合、これらのスロット値は会話ロ
グで難読化されません。
会話の最初のターンで、発話のスロットとスロットの値を認識すると、Amazon Lex はスロット値を難読
化します。スロット値が認識されない場合、Amazon Lex は発話を難読化しません。
2 回目以降のターンでは、Amazon Lex は引き出すスロットを認識し、スロット値を難読化する必要があ
るかどうかを認識します。Amazon Lex がスロット値を認識すると、値は難読化されます。Amazon Lex
が値を認識しない場合、発話全体が難読化されます。認識されなかった発話のスロット値は難読化されま
せん。
Amazon Lex は、リクエスト属性またはセッション属性に保存するスロット値を難読化しません。難読化
する必要があるスロット値を属性として保存する場合は、値を暗号化するか、難読化する必要がありま
す。
Amazon Lex はオーディオのスロット値を難読化しません。これは、オーディオの書き起こしのスロット
値を難読化します。
ボット内のすべてのスロットを難読化する必要はありません。どのスロットを難読化するかは、コンソー
ルまたは Amazon Lex API を使用して選択できます。コンソールのスロットの設定で [Slot obfuscation (ス
ロットの難読化)] を選択します。API を使用している場合は、obfuscationSetting オペレーションを
呼び出すときに、スロットの DEFAULT_OBFUSCATION フィールドを PutIntent (p. 388) に設定します。

感情分析
感情分析を使用して、ユーザー発話で表現される感情を判断できます。感情情報を使用して、会話フロー
を管理したり、コール後の分析を実行できます。たとえば、ユーザーの感情がネガティブな場合、会話を
ヒューマンエージェントに引き渡すフローを作成できます。
Amazon Lex は Amazon Comprehend を統合して、ユーザーの感情を検出します。Amazon Comprehend
からの応答は、テキストの全体的な感情がポジティブ、中立、ネガティブ、または混合のいずれであるか
を示します。応答には、ユーザー発話における最も可能性の高い感情および感情カテゴリごとのスコアが
含まれます。スコアは感情が正しく検出された可能性を表します。
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コンソールまたは Amazon Lex API を使用して、ボットの感情分析を有効にします。Amazon Lex コン
ソールで、ボットの [設定] タブを選択し、[Sentiment Analysis (感情分析)] オプションを [はい] に設定しま
す。API を使用している場合は、detectSentiment フィールドを true に設定して PutBot (p. 372) オ
ペレーションを呼び出します。
感情分析を有効にしている場合、PostContent (p. 425) および PostText (p. 434) オペレーショ
ンは、ボットの応答で sentimentResponse という名前のフィールドを他のメタデータととも
に返します。sentimentResponse フィールドには、感情分析の結果を含む SentimentLabel
および SentimentScore の 2 つのフィールドがあります。Lambda 関数を使用している場
合、sentimentResponse フィールドは関数に送信されるイベントデータに含まれます。
以下に、PostText または PostContent 応答の一部として返される sentimentResponse フィールド
の例を示します。SentimentScore フィールドは、レスポンスのスコアを含む文字列です。
{

}

"SentimentScore":
"{
Mixed: 0.030585512690246105,
Positive: 0.94992071056365967,
Neutral: 0.0141543131828308,
Negative: 0.00893945890665054
}",
"SentimentLabel": "POSITIVE"

Amazon Lex は自動的に Amazon Comprehend を呼び出し、ボットによって処理されるすべての発話の感
情を判断します。感情分析を有効にすると、Amazon Comprehend のサービス利用規約および契約に同意
したことになります。Amazon Comprehend の料金の詳細については、「Amazon Comprehend 料金表」
を参照してください。
感情分析の仕組みの詳細については、Amazon Comprehend 開発者ガイドの「感情を判断するAmazon
Comprehend」を参照してください。

Amazon Lex リソースにタグを付ける
Amazon Lex ボット、ボットエイリアス、ボットチャンネルを管理しやすくするために、各リソースにメ
タデータをタグとして割り当てることができます。 タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。の各
タグは、キーと値から構成されます。
タグを使用すると、AWS リソースを目的、所有者、アプリケーションなどさまざまな方法で分類すること
ができます。タグを使用すると、次のことができます。
• AWS リソースの特定と整理。多くの AWS のリソースではタグ付けがサポートされるため、さまざまな
サービスのリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。たとえば、ボッ
トとボットが使用する Lambda 関数に同じタグを付けることができます。
• コストの割り当て。タグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードでアクティベートしま
す。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト割り当てレポートを設定することがで
きます。Amazon Lex では、$LATEST エイリアス以外のエイリアスに固有のタグを使用して、エイリア
スごとにコストを割り当てることができます。Amazon Lex ボットのタグを使用して、$LATEST エイリ
アスのコストを割り当てます。詳細については、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの
「コスト配分タグの使用」を参照してください。
• リソースへのアクセスを制御します。Amazon Lex にタグを使用してポリシーを作成し、Amazon Lex
リソースへのアクセスを制御できます。これらのポリシーを IAM ロールまたはユーザーにアタッチし
て、タグベースのアクセスコントロールを有効にできます。詳細については、「Amazon Lex タグに基
づいた承認 (p. 236)」を参照してください。リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限す
るためのアイデンティティベースのポリシーの例については、「例: タグを使用したリソースへのアクセ
ス (p. 241)」を参照してください。
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タグは、AWS Management Console、AWS Command Line Interface または Amazon Lex API を使用して
使用できます。

リソースにタグを付ける
Amazon Lex コンソールを使用している場合は、作成時にリソースにタグを付けることも、後でタグを追
加することもできます。コンソールを使用して、既存のタグを更新または削除することもできます。
AWS CLI または Amazon Lex API を使用している場合は、以下のオペレーションを使用してリソースのタ
グを管理します。
• ListTagsForResource (p. 370) – リソースに関連付けられたタグを表示します。
• PutBot (p. 372) および PutBotAlias (p. 383) – ボットまたはボットエイリアスを作成するときにタグ
を適用します。
• TagResource (p. 414) – 既存のリソースにタグを追加および変更します。
• UntagResource (p. 416) – リソースからタグを削除します
Amazon Lex の以下のリソースがタグ付けをサポートしています。
• ボット - 次のような Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。
• arn:${partition}:lex:${region}:${account}:bot:${bot-name}
• ボットエイリアス - 次のような ARN を使用します。
• arn:${partition}:lex:${region}:${account}:bot:${bot-name}:${bot-alias}
• ボットチャネル - 次のような ARN を使用します。
• arn:${partition}:lex:${region}:${account}:bot-channel:${bot-name}:${botalias}:${channel-name}

タグの制限
Amazon Lex リソースのタグには、以下のような基本制限があります。
• タグの最大数 - 50
• キーの最大長 - 128 文字
• 最大値の長さ - 256 文字
• キーと値の有効な文字 – a～z、A～Z、0～9、スペース、特殊文字 (_ . : / = + - @)
• キーと値は大文字と小文字が区別されます。
• aws: をキーのプレフィックスとしてを使用しないでください。AWS 用に予約済みです。

リソースのタグ付け (コンソール)
コンソールを使用して、ボット、ボットエイリアス、またはボットチャネルリソースのタグを管理できま
す。リソースの作成時にタグを追加することも、既存のリソースからタグを追加、変更、または削除する
こともできます。

ボットの作成時にタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

[Create] を選択して、新しいボットを作成します。
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3.

[Create your bot] ページの下部にある [Tags] を選択します。

4.

[Add tag] を選択し、ボットに 1 つ以上のタグを追加します。最大 50 個のタグを追加できます。

ボットエイリアスの作成時にタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ボットエイリアスを追加するボットを選択します。

3.

[設定] を選択します。

4.

エイリアス名を追加し、ボットのバージョンを選択して、[Add tags] を選択します。

5.

[Add tag] を選択し、ボットエイリアスに 1 つ以上のタグを追加します。最大 50 個のタグを追加でき
ます。

ボットチャネルの作成時にタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ボットチャネルを追加するボットを選択します。

3.

[Channels] を選択し、追加するチャネルを選択します。

4.

ボットチャネルの詳細を追加し、[Tags] を選択します。

5.

[Add tag] を選択し、ボットチャネルに 1 つ以上のタグを追加します。最大 50 個のタグを追加できま
す。

ボットをインポートするときにタグを追加するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

[アクション] を選択してから、[インポート] を選択します。

3.

ボットをインポートするための zip ファイルを選択します。

4.

[Tags] を選択し、[Add tag] を選択して、ボットに 1 つ以上のタグを追加します。最大 50 個のタグを
追加できます。

既存のボットのタグを追加、削除、または変更するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

左側のメニューから [Bots] を選択し、変更するボットを選択します。

3.

[Settings] を選択し、左側のメニューから [General] を選択します。

4.

[Tags] を選択し、ボットのタグを追加、変更、または削除します。

ボットエイリアスのタグを追加、削除、または変更するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

左側のメニューから [Bots] を選択し、変更するボットを選択します。

3.

[Settings] を選択し、左側のメニューから [Aliases] を選択します。

4.

変更するエイリアスの [Manage tags] を選択し、ボットエイリアスのタグを追加、変更、または削除
します。
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既存のボットチャンネルでタグを追加、削除、または変更するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。
左側のメニューから [Bots] を選択し、変更するボットを選択します。

3.
4.

[Channels] を選択します。
[Tags] を選択し、ボットチャネルのタグを追加、変更、または削除します。

リソースのタグ付け (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、ボット、ボットエイリアス、またはボットチャネルリソースのタグを管理できま
す。ボットまたはボットエイリアスの作成時にタグを追加したり、ボット、ボットエイリアス、ボット
チャネルからタグを追加、変更、または削除したりできます。
すべての例は、Linux および macOS 用にフォーマットされています。Windows でコマンドを使用するに
は、Linux の継続文字 (\) をキャレット (^) に置き換えます。

ボットの作成時にタグを追加するには
•

以下の省略形 put-bot AWS CLI コマンドは、ボットの作成時にタグを追加するために使用する必要
があるパラメータを示しています。実際にボットを作成するには、他のパラメータを指定する必要が
あります。詳細については、「Step 4: Getting Started (AWS CLI) (p. 111)」を参照してください。
aws lex-models put-bot \
--tags '[{"key": "key1", "value": "value1"}, \
{"key": "key2", "value": "value2"}]'

ボットエイリアスの作成時にタグを追加するには
•

以下の省略形 put-bot-alias AWS CLI コマンドは、ボットエイリアスの作成時にタグを追加する
ために使用する必要があるパラメータを示しています。実際にボットエイリアスを作成するには、
他のパラメータを指定する必要があります。詳細については、「Exercise 5: Create an Alias (AWS
CLI) (p. 134)」を参照してください。
aws lex-models put-bot \
--tags '[{"key": "key1", "value": "value1"}, \
{"key": "key2", "value": "value2"}]"

リソースのタグを一覧表示するには
•

list-tags-for-resource AWS CLI コマンドを使用して、ボット、ボットエイリアス、ボット
チャネルに関連付けられたリソースを表示します。
aws lex-models list-tags-for-resource \
--resource-arn bot, bot alias, or bot channel ARN

リソースのタグを追加または変更するには
•

tag-resource AWS CLI コマンドを使用して、ボット、ボットエイリアス、ボットチャネルを追加
または変更します。
aws lex-models tag-resource \
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--resource-arn bot, bot alias, or bot channel ARN \
--tags '[{"key": "key1", "value": "value1"}, \
{"key": "key2", "value": "value2"}]'

リソースからタグを削除するには
•

untag-resource AWS CLI コマンドを使用して、ボット、ボットエイリアス、ボットチャネルから
タグを削除します。
aws lex-models untag-resource \
--resource-arn bot, bot alias, or bot channel ARN \
--tag-keys '["key1", "key2"]'
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Amazon Lex の使用開始
Amazon Lex には、既存のアプリケーションと統合できる API オペレーションがあります。サポートされ
ているオペレーションのリストについては、API リファレンス (p. 266) を参照してください。以下のい
ずれかのオプションを使用できます。
• AWS SDK — SDK を使用するとき、Amazon Lex へのリクエストは自動的に署名され、指定した認証情
報を使用して認証されます。これは、アプリケーション構築に推奨される選択肢です。
• AWS CLI — AWS CLI を使用すると、コードを記述する必要なくあらゆる Amazon Lex 機能にアクセス
できます。
• AWS コンソール — コンソールは Amazon Lex をテストして使用を開始する最も簡単な方法です。
Amazon Lex を初めて使用する場合は、まず「Amazon Lex: 仕組み (p. 3)」を読むことをお勧めします。
トピック
• ステップ 1: AWS アカウントを設定して管理ユーザーを作成する (p. 69)
• ステップ 2: AWS Command Line Interface をセットアップする (p. 70)
• ステップ 3: 開始方法 (コンソール) (p. 71)
• Step 4: Getting Started (AWS CLI) (p. 111)

ステップ 1: AWS アカウントを設定して管理ユー
ザーを作成する
Amazon Lex を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
1. AWS へのサインアップ (p. 69)
2. IAM ユーザーを作成する (p. 70)

AWS へのサインアップ
すでに AWS アカウントをお持ちの場合は、このタスクをスキップしてください。
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントは自動的に Amazon Lex など
AWS のすべてのサービスにサインアップします。料金が発生するのは、実際に使用したサービスの分のみ
です。
Amazon Lex では、使用したリソースに対してのみ料金が発生します。AWS の新規のお客様の場
合、Amazon Lex を無料で使い始めることができます。詳細については、「AWS 無料利用枠」を参照して
ください。
既に AWS アカウントをお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順にしたがってアカウントを作成してください。

AWS アカウントを作成するには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
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2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて確認コードを
入力することが求められます。

次のタスクで必要となるため、AWS アカウント ID を書き留めておきます。

IAM ユーザーを作成する
AWS のサービス (Amazon Lex など) にアクセスするときは、認証情報を指定するように求められます。そ
れにより、サービスによって所有されるリソースにアクセスするための権限があるかどうかが判断されま
す。コンソールを使用するにはパスワードが必要です。AWS アカウントによる AWS CLI または API への
アクセス用にアクセスキーを作成できます。
ただし、AWS アカウントの認証情報を使用して AWS にアクセスすることは推奨されません。代わりに、
以下をお勧めします。
• AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して IAM ユーザーを作成する
• 管理権限を持つ IAM グループにユーザーを追加します。
• 作成した IAM ユーザーに管理権限を付与します。
これで特定の URL と AWS ユーザーの認証情報を使用して、IAM にアクセスできます。
このガイドの「使用開始」実習では、管理者権限を持つユーザー (adminuser) が存在すること想定して
います。手順に従ってアカウントに adminuser を作成します。

管理者ユーザーを作成し、コンソールにサインインするには
1.

AWS アカウントに adminuser という管理者ユーザーを作成します。手順については、IAM ユーザー
ガイドの「初めての IAM ユーザーと管理者グループの作成」を参照してください。

2.

ユーザーは、特定の URL を使用して AWS Management Console にサインインできます。詳細につい
ては、『IAM ユーザーガイド』の「ユーザーがアカウントにサインインする方法」を参照してくださ
い。

IAM の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• 開始方法
• IAM ユーザーガイド

次のステップ
ステップ 2: AWS Command Line Interface をセットアップする (p. 70)

ステップ 2: AWS Command Line Interface をセッ
トアップする
AWS Command Line Interface (AWS CLI) で Amazon Lex を使用する場合は、これをダウンロードして設
定します。
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Important
「開始方法」の演習のステップを行うために AWS CLI は必要ありません。ただし、このガイド
の後半の演習の一部では AWS CLI を使用します。コンソールを使用して開始する場合は、このス
テップをスキップして「ステップ 3: 開始方法 (コンソール) (p. 71)」に進んでください。後で
AWS CLI が必要になったときに、ここに戻ってセットアップできます。

AWS CLI をセットアップするには
1.

AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、AWS Command Line Interface ユーザー
ガイドの次のトピックを参照してください。
• AWS Command Line Interface のセットアップ
• AWS Command Line Interfaceの設定

2.

AWS CLI 設定ファイルの最後に管理者ユーザーの名前付きプロファイルを追加します。このプロファ
イルは、AWS CLI コマンドを実行するときに使用します。名前付きプロファイルの詳細については、
『AWS Command Line Interface ユーザーガイド』の「名前付きプロファイル」を参照してくださ
い。
[profile adminuser]
aws_access_key_id = adminuser access key ID
aws_secret_access_key = adminuser secret access key
region = aws-region

利用できる AWS リージョンのリストについては、『Amazon Web Services 全般的なリファレンス』
の「リージョンとエンドポイント」を参照してください。
3.

コマンドプロンプトに Help コマンドを入力して、セットアップを検証します。
aws help

ステップ 3: 開始方法 (コンソール) (p. 71)

ステップ 3: 開始方法 (コンソール)
Amazon Lex の使用開始方法を学ぶ最も簡単な方法は、コンソールを使用することです。開始するため
に、以下の作成済みの演習を利用できます。すべての演習でコンソールを使用します。
• 演習 1 — 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成します。設計図は、すべての必要なボット設定を
提供する事前定義されたボットです。最低限の作業を行うだけでエンドツーエンドのセットアップをテ
ストできます。
さらに、AWS Lambda が提供する Lambda 関数の設計図を使用して、Lambda 関数を作成します。関数
は、ボットと互換性のある事前定義済みのコードを使用するコードフックです。
• 演習 2 — ボットを手動で作成して設定し、カスタムボットを作成します。また、コードフックとして
Lambda 関数を作成します。サンプルコードが用意されています。
• 演習 3 — ボットを発行し、このボットの新しいバージョンを作成します。この演習では、ボットのバー
ジョンを参照するエイリアスを作成します。
トピック
• 演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)
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• 演習2: カスタムの作成 Amazon Lex ボット (p. 99)
• 演習 3: バージョンを発行してエイリアスを作成する (p. 110)

演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成
する (コンソール)
この演習では、以下のことを行います。
• 最初の Amazon Lex ボットを作成して、Amazon Lex コンソールでテストします。
この演習では OrderFlowers 設計図を使用します。設計図については、「Amazon Lex および AWS
Lambda の設計図 (p. 151)」を参照してください。
• AWS Lambda 関数を作成して、Lambda コンソールでテストします。リクエストの処理中に、この
Lambda 関数をボットから呼び出します。この演習では、Lambda コンソールに用意されている の設計
図 (lex-order-flowers-pythonAWS Lambda) を使用して Lambda 関数を作成します。設計図コードは、同
じ Lambda 関数を使用して初期化と検証を行う方法、および OrderFlowers インテントを達成する方
法を示しています。
• ボットを更新し、インテントを実現するためのコードフックとして Lambda 関数を追加します。エンド
ツーエンドエクスペリエンスをテストします。
以下のセクションでは設計図の機能について説明します。

Amazon Lex ボット: 設計図の概要
OrderFlowers 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成します。ボットの構造の詳細については、
「Amazon Lex: 仕組み (p. 3)」を参照してください。このボットは次のように事前設定されています。
• インテント – OrderFlowers
• スロットタイプ – 1 つのカスタムスロットタイプ (FlowerTypes) と列挙値
(roses、lilies、tulips)。
• スロット – ボットでインテントを達成する前に、インテントには以下の情報 (つまり、スロット) が必要
です。
• PickupTime (AMAZON.TIME 組み込みタイプ)
• FlowerType (FlowerTypes カスタムタイプ)
• PickupDate (AMAZON.DATE 組み込みタイプ)
• 発話 – 以下のサンプル発話はユーザーのインテントを示しています。
• 「花をピックアップしたい」
• 「花を注文したい」
• プロンプト – ボットは、インテントを識別した後で、以下のプロンプトを使用してスロットを満たしま
す。
• FlowerType スロットのプロンプト – 「どの花を注文しますか?」
• PickupDate スロットのプロンプト – 「何日に {FlowerType} をピックアップしますか?」
• PickupTime スロットのプロンプト – 「何時に {FlowerType} をピックアップしますか?」
• 確認ステートメント – 「かしこまりました。お客様の {FlowerType} は {PickupDate} の {PickupTime}
までにご用意いたします。それでよろしいでしょうか?」
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AWS Lambda 関数: 設計図の概要
この演習の Lambda 関数では、初期化と検証、およびフルフィルメントの両方のタスクを実行します。し
たがって、Lambda 関数を作成した後に、初期化/検証とフルフィルメントタスクの両方を処理するコード
フックとして同じ Lambda 関数を指定することで、インテント設定を更新します。
• 初期化および検証のコードフックとして、Lambda 関数は基本的な検証を実行します。たとえば、ユー
ザーが指定したピックアップの時間が通常の営業時間外である場合、Lambda 関数は時間を指定し直す
ことをユーザーに再度プロンプトするように Amazon Lex に指示します。
• フルフィルメントコードフックの一環として、Lambda 関数は花の注文が確定した (つまり、インテント
が達成された) ことを示す概要メッセージを返します。
次のステップ
ステップ 1: Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 73)

ステップ 1: Amazon Lex ボットを作成する (コンソール)
この演習では、花を注文するボットとして OrderFlowersBot を作成します。
Amazon Lex ボットを作成するには (コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

初めてのボットの場合には [Get Started (ご利用開始にあたって)]、それ以外の場合は [ボット] ページ
を選択し、続いて [作成] を選択します。

3.

[Create your Lex bot] ページで、以下の情報を指定して [Create] を選択します。
• [OrderFlowers] 設計図を選択します。
• ボット名 (OrderFlowers) はデフォルトのままにしておきます。
• [COPPA] で [No] を選択します。
• [ユーザー発話ストレージ] で、適切なレスポンスを選択します。

4.

[作成] を選択します。コンソールは Amazon Lex に対して必要なリクエストを行い、設定を保存しま
す。次に、コンソールはボットエディタウィンドウを表示します。

5.

ボットが作成されたことが確認されるまで待機します。

6.

ボットをテストします。

Note
ボットをテストするには、テストウィンドウにテキストを入力するか、テストウィンドウに
あるマイクボタンを選択して話しかけます (対応しているブラウザの場合)。
次のサンプルテキストを使用してボットと会話し、花を注文します。
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この入力により、ボットは OrderFlowers インテントを推測し、スロットデータのプロンプトを表
示します。すべての必要なスロットデータを提供すると、ボットはすべての情報をクライアントアプ
リケーション (この例ではコンソール) に返すことで、インテント (OrderFlowers) を達成します。
コンソールは、テストウィンドウに情報を表示します。
具体的には次のとおりです。
• 「何日にバラをピックアップなさいますか?」の文で「バラ」という単語が使用されているの
は、pickupDate スロットのプロンプトが {FlowerType} を置き換えるように設定されているた
めです。これはコンソールで確認できます。
• 「了解いたしました。お客様のバラは ...」という文は、確認プロンプトとして設定したものです。
• 最後の文 (「FlowerType:roses...」) は、クライアント (この例ではテストウィンドウ) に単純
に返されるスロットデータです。次の演習では、Lambda 関数を使用してインテントを達成しま
す。インテントが達成されると、注文が確定されたことを示すメッセージが表示されます。
次のステップ
ステップ 2 (オプション): 情報フローの詳細を確認する (コンソール) (p. 75)
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ステップ 2 (オプション): 情報フローの詳細を確認する (コンソー
ル)
このセクションでは、クライアントと Amazon Lex 間の情報フローについて、サンプル会話のユーザー入
力別に説明します。
この例では、ボットとの会話にコンソールテストウィンドウを使用します。

Amazon Lex テストウィンドウを開くには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

テストするボットを選択します。

3.

コンソールの右側から、[Test chatbot (チャットボットのテスト)] を選択します。

次のいずれかのトピックを選択し、音声または入力による情報フローを確認してください。
トピック
• ステップ 2a (オプション): 音声による情報フローの詳細を確認する (コンソール) (p. 75)
• ステップ 2b (オプション): 入力による情報フローの詳細を確認する (コンソール) (p. 80)

ステップ 2a (オプション): 音声による情報フローの詳細を確認する (コンソール)
このセクションでは、クライアントが音声を使用してリクエストを送信した場合の、クライアン
トと Amazon Lex 間の情報フローについて説明します。詳細については、「 」を参照してくださ
いPostContent (p. 425)
1.

ユーザーの発話: 花を注文したい。
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/content
HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "audio/x-l16; sample-rate=16000; channel-count=1"
Accept: "audio/mpeg"
Request body
input stream

リクエストの URI と本文の両方で Amazon Lex に情報が提供されています。
• リクエスト URI ボット名 (–)、ボットエイリアス (OrderFlowers)、およびユーザー名
(ユーザーを識別するランダムな文字列) $LATEST を提供します。content は、これが
PostContent API リクエストである (PostText リクエストではない) ことを示しています。
• リクエストヘッダー
• x-amz-lex-session-attributes – base64-encoded 値は、"{}" を表します。クライアン
トが最初のリクエストを行うときにはセッション属性はありません。
• Content-Type –オーディオ形式が反映されています。
• リクエストボディ – ユーザー入力のオーディオストリーム (「花を注文したい」)。
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Note
話すのではなく PostContent API にテキスト (「花を注文したい」) を送信するこ
とをユーザーが選択した場合、リクエストボディはユーザー入力です。それに応じて
Content-Type ヘッダーが設定されています。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/
content HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "text/plain; charset=utf-8"
Accept: accept
Request body
input stream

b.

入力ストリームから、Amazon Lex はインテント (OrderFlowers) を検出します。次に、そのイ
ンテントのスロットのいずれか (この場合は FlowerType)、およびその値を引き出すプロンプト
の 1 つ を選択し、以下のヘッダーを付けてレスポンスを送信します。
x-amz-lex-dialog-state:ElicitSlot
x-amz-lex-input-transcript:I would like to order some flowers.
x-amz-lex-intent-name:OrderFlowers
x-amz-lex-message:What type of flowers would you like to order?
x-amz-lex-session-attributes:e30=
x-amz-lex-slot-to-elicit:FlowerType
x-amz-lexslots:eyJQaWNrdXBUaW1lIjpudWxsLCJGbG93ZXJUeXBlIjpudWxsLCJQaWNrdXBEYXRlIjpudWxsfQ==

ヘッダー値では以下の情報が指定されています。
• x-amz-lex-input-transcript – リクエスト内の音声 (ユーザー入力) のトランスクリプト
• x-amz-lex-message – Amazon Lex がレスポンスで返した音声のトランスクリプト
• x-amz-lex-slots – スロットと値のペアを表す次の文字列を base64 でエンコードした値
{"PickupTime":null,"FlowerType":null,"PickupDate":null}

• x-amz-lex-session-attributes – セッション属性を表す文字列 ({}) を base64 でエンコー
ドした値
クライアントはレスポンス本文内の音声を再生します。
2.

ユーザーの発声: バラ
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/content
HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "audio/x-l16; sample-rate=16000; channel-count=1"
Accept: "audio/mpeg"
Request body
input stream ("roses")
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リクエストボディはユーザー入力の音声ストリーム (「バラ」) です。sessionAttributes は
空のままです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントのコンテキストで入力ストリームを解釈します (FlowerType
スロットに関する情報をこのユーザーに求めていたことを覚えています)。Amazon Lex はまず、
現在のインテントのスロット値を更新します。次に、別のスロット (PickupDate) をそのプロン
プトメッセージの 1 つ (いつバラをピックアップなさいますか?) と共に選択し、以下のヘッダー
を付けてレスポンスを返します。
x-amz-lex-dialog-state:ElicitSlot
x-amz-lex-input-transcript:roses
x-amz-lex-intent-name:OrderFlowers
x-amz-lex-message:When do you want to pick up the roses?
x-amz-lex-session-attributes:e30=
x-amz-lex-slot-to-elicit:PickupDate
x-amz-lexslots:eyJQaWNrdXBUaW1lIjpudWxsLCJGbG93ZXJUeXBlIjoicm9zaSdzIiwiUGlja3VwRGF0ZSI6bnVsbH0=

ヘッダー値では以下の情報が指定されています。
• x-amz-lex-slots – スロットと値のペアを表す次の文字列を base64 でエンコードした値。
{"PickupTime":null,"FlowerType":"roses","PickupDate":null}

• x-amz-lex-session-attributes – セッション属性を表す文字列 ({}) を base64 でエンコー
ドした値
クライアントはレスポンス本文内の音声を再生します。
3.

ユーザーの発声: 明日
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/content
HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "audio/x-l16; sample-rate=16000; channel-count=1"
Accept: "audio/mpeg"
Request body
input stream ("tomorrow")

リクエストボディはユーザー入力の音声ストリーム (「明日」) です。sessionAttributes は
空のままです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントのコンテキストで入力ストリームを解釈します (PickupDate
スロットに関する情報をこのユーザーに求めていたことを覚えています)。Amazon Lex はまず、
現在のインテントのスロット (PickupDate) 値を更新します。次に、値を引き出す別のスロット
(PickupTime)、およびその値を引き出すいずれかのプロンプト (「2017 年 3 月 18 日の何時にバ
ラをピックアップなさいますか」) を選択し、以下のヘッダーを付けてレスポンスを返します。
x-amz-lex-dialog-state:ElicitSlot
x-amz-lex-input-transcript:tomorrow
x-amz-lex-intent-name:OrderFlowers
x-amz-lex-message:When do you want to pick up the roses on 2017-03-18?
x-amz-lex-session-attributes:e30=
x-amz-lex-slot-to-elicit:PickupTime
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x-amz-lexslots:eyJQaWNrdXBUaW1lIjpudWxsLCJGbG93ZXJUeXBlIjoicm9zaSdzIiwiUGlja3VwRGF0ZSI6IjIwMTctMDMtMTgif
x-amzn-RequestId:3a205b70-0b69-11e7-b447-eb69face3e6f

ヘッダー値では以下の情報が指定されています。
• x-amz-lex-slots – スロットと値のペアを表す次の文字列を base64 でエンコードした値。
{"PickupTime":null,"FlowerType":"roses","PickupDate":"2017-03-18"}

• x-amz-lex-session-attributes – セッション属性を表す文字列 ({}) を base64 でエンコー
ドした値
クライアントはレスポンス本文内の音声を再生します。
4.

ユーザーの発声: 午後 6 時
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/content
HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "text/plain; charset=utf-8"
Accept: "audio/mpeg"
Request body
input stream ("6 pm")

リクエストボディはユーザー入力の音声ストリーム (「午後 6 時」) です。sessionAttributes
は空のままです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントのコンテキストで入力ストリームを解釈します (PickupTime
スロットに関する情報をこのユーザーに求めていたことを覚えています)。&LEXlong; はまず現在
のインテントのスロット値を更新します。
ここで、Amazon Lex はすべてのスロットのデータがそろっていることを検出します。ただ
し、OrderFlowers インテントには確認メッセージが設定されています。そのため、Amazon
Lex はインテントの達成に進む前に、ユーザーからの明示的な確認を必要とします。&LEXlong;
は、花を注文する前に確認を要求する以下のヘッダーを付けてレスポンスを送信します。

x-amz-lex-dialog-state:ConfirmIntent
x-amz-lex-input-transcript:six p. m.
x-amz-lex-intent-name:OrderFlowers
x-amz-lex-message:Okay, your roses will be ready for pickup by 18:00 on 2017-03-18.
Does this sound okay?
x-amz-lex-session-attributes:e30=
x-amz-lexslots:eyJQaWNrdXBUaW1lIjoiMTg6MDAiLCJGbG93ZXJUeXBlIjoicm9zaSdzIiwiUGlja3VwRGF0ZSI6IjIwMTctMDMtM
x-amzn-RequestId:083ca360-0b6a-11e7-b447-eb69face3e6f

ヘッダー値では以下の情報が指定されています。
• x-amz-lex-slots – スロットと値のペアを表す次の文字列を base64 でエンコードした値。
{"PickupTime":"18:00","FlowerType":"roses","PickupDate":"2017-03-18"}
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• x-amz-lex-session-attributes – セッション属性を表す文字列 ({}) を base64 でエンコー
ドした値
クライアントはレスポンス本文内の音声を再生します。
5.

ユーザーの発声: はい
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/content
HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: "e30="
Content-Type: "audio/x-l16; sample-rate=16000; channel-count=1"
Accept: "audio/mpeg"
Request body
input stream ("Yes")

リクエストボディはユーザー入力の音声ストリーム (「はい」) です。sessionAttributes は
空のままです。
b.

Amazon Lex は入力ストリームを解釈し、注文を進めることをユーザーが望んでいること
を理解します。OrderFlowers インテントには、フルフィルメントアクティビティとして
ReturnIntent が設定されています。これによって、Amazon Lex はすべてのインテントデータ
をクライアントに返すように指示されます。Amazon Lex は次のレスポンスを返します。

x-amz-lex-dialog-state:ReadyForFulfillment
x-amz-lex-input-transcript:yes
x-amz-lex-intent-name:OrderFlowers
x-amz-lex-session-attributes:e30=
x-amz-lexslots:eyJQaWNrdXBUaW1lIjoiMTg6MDAiLCJGbG93ZXJUeXBlIjoicm9zaSdzIiwiUGlja3VwRGF0ZSI6IjIwMTctMDMtM

x-amz-lex-dialog-state レスポンスヘッダーは ReadyForFulfillment に設定されていま
す。これで、クライアントはインテントを達成できます。
6.

ここで、ボットを再テストします。新しい (ユーザー) コンテキストを確立するには、コンソールで
[Clear] リンクを選択します。OrderFlowers インテントに指定するデータに、以下のような無効な
データを含めます。次に例を示します。
• 花の種類として「Jasmine」 (サポートされている花の種類ではない)
• 花をピックアップする日付として「昨日」
ボットではこれらの値が受け付けられることがわかります。これは、ユーザーデータを初期化およ
び検証するコードがないためです。次のセクションでは、その処理を行う Lambda 関数を追加しま
す。Lambda 関数について、以下の点に注意してください。
• ユーザー入力のたびにスロットデータを検証します。インテントは最後に達成されます。つまり、
ボットはスロットデータをクライアントに返すだけではなく、花の注文を処理してユーザーにメッ
セージを返します。詳細については、「 」を参照してくださいLambda 関数の使用 (p. 141)
• セッション属性も設定します。セッション属性の詳細については、「PostText (p. 434)」を参照し
てください。
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ご利用開始のセクションを完了したら、その他の演習 (その他の例: 作成中 Amazon Lex ボッ
ト (p. 175)) を行うことができます。出張の予約 (p. 194) は、セッション属性を使用してクロス
インテント情報を共有し、ユーザーと動的に会話します。
次のステップ
ステップ 3: Lambda 関数を作成する (コンソール) (p. 84)

ステップ 2b (オプション): 入力による情報フローの詳細を確認する (コンソール)
このセクションでは、クライアントが PostText API を使用してリクエストを送信する場合の、クライア
ントと Amazon Lex の間の情報のフローについて説明します。詳細については、「 」を参照してくださ
いPostText (p. 434)
1.

ユーザーの入力: 「花を注文したい」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "I would like to order some flowers",
"sessionAttributes": {}

リクエストの URI と本文の両方で Amazon Lex に情報が提供されています。
• リクエスト URI – ボット名 (OrderFlowers)、ボットのエイリアス ($LATEST)、ユーザー名
(ユーザーを識別するランダムな文字列) を提供します。末尾の text では、これが PostText
API リクエストである (PostContent ではない) ことが示されています。

• リクエストボディ – ユーザー入力 (inputText) と空の sessionAttributes が含まれていま
す。クライアントが最初のリクエストを行うときにはセッション属性はありません。Lambda
関数は後でセッション属性を使用します。
b.

inputText から、Amazon Lex はインテント (OrderFlowers) を検出します。このインテン
トには、ユーザー入力の初期化と検証、あるいはフルフィルメントを行うためのコードフック
(Lambda 関数) がありません。
Amazon Lex は、値を引き出すインテントのスロットのいずれか (この場合は FlowerType) を選
択します。また、そのスロットの値を引き出すプロンプトの 1 つ (すべてインテント設定の一部)
を選択し、以下のレスポンスをクライアントに返します。コンソールに、ユーザーへのレスポン
スのメッセージが表示されます。
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クライアントはレスポンス内のメッセージを表示しています。
2.

ユーザーの入力: 「バラ」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "roses",
"sessionAttributes": {}

リクエストボディの inputText は、ユーザー入力を示します。sessionAttributes は空のま
まです。
b.

Amazon Lex はまず、現在のインテントのコンテキストで inputText を解釈します。—特
定のユーザーに FlowerType スロットに関する情報を求めていたことをこのサービスは覚
えています。Amazon Lex はまず、現在のインテントのスロット値を更新し、別のスロット
(PickupDate) とそのスロットでプロンプトされるメッセージ の 1 つ (—このバラをピックアッ
プしたい日はいつですか。—) を選択します。
次に、Amazon Lex は以下のレスポンスを返します。

クライアントはレスポンス内のメッセージを表示しています。
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3.

ユーザーの入力: 「明日」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "tomorrow",
"sessionAttributes": {}

リクエストボディの inputText は、ユーザー入力を示します。sessionAttributes は空のま
まです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントのコンテキストで inputText を解釈します —PickupDateス
ロットに関する情報を特定ユーザーに求めていたことをこのサービスは覚えています。Amazon
Lex は、現在のインテントのスロット (PickupDate) 値を更新します。&LEXlong; は、値を引き
出す別のスロット (PickupTime) を選択します。値を引き出すプロンプトの 1 つ (—2017 年 1 月
5 日の何時にバラを配達しますか?— ) がクライアントに返されます。
Amazon Lex次に、 は以下のレスポンスを返します。

クライアントはレスポンス内のメッセージを表示しています。
4.

ユーザーの入力: 「午後 6 時」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "6 pm",
"sessionAttributes": {}

リクエストボディの inputText は、ユーザー入力を示します。sessionAttributes は空のま
まです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントのコンテキストで inputText を解釈します —PickupTimeス
ロットに関する情報を特定ユーザーに求めていたことをこのサービスは覚えています。Amazon
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Lex はまず、現在のインテントのスロット値を更新します。ここで、Amazon Lex はすべてのス
ロットのデータがそろっていることを検出します。
OrderFlowers インテントには確認メッセージが設定されています。これより、Amazon Lex
は、インテント達成を処理できるようになる前に、ユーザーからの明示的な確認を必要としま
す。Amazon Lex は以下のメッセージをクライアントに送信して、花を注文する前の確認を求め
ます。

クライアントはレスポンス内のメッセージを表示しています。
5.

ユーザーの入力: 「はい」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/4o9wwdhx6nlheferh6a73fujd3118f5w/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "Yes",
"sessionAttributes": {}

リクエストボディの inputText は、ユーザー入力を示します。sessionAttributes は空のま
まです。
b.

Amazon Lex は現在のインテントの確認のコンテキストで inputText を解釈します。注文を進
めることをユーザーが望んでいることを理解します。OrderFlowers インテントには、フルフィ
ルメントアクティビティとして ReturnIntent が設定されています (インテントを達成するため
の Lambda 関数はありません)。したがって、Amazon Lex はスロットデータをクライアントに返
します。
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Amazon Lex は dialogState を に設定しますReadyForFulfillment。これで、クライアン
トはインテントを達成できます。
6.

ここで、ボットをもう一度テストします。そのためには、コンソールで [Clear] リンクを選択して、新
しい (ユーザー) コンテキストを確立する必要があります。ここで、花の注文のデータを提供するとき
に、無効なデータを指定してみます。次に例を示します。
• 花の種類として「Jasmine」 (サポートされている花の種類ではない)
• 花をピックアップする日付として「昨日」
ボットではこれらの値が受け付けられることがわかります。これは、ユーザーデータを初期化/
検証するコードがないためです。次のセクションでは、その処理を行う Lambda 関数を追加しま
す。Lambda 関数について、以下の点に注意してください。
• Lambda 関数はユーザー入力のたびにスロットデータを検証します。インテントは最後に達成され
ます。つまり、ボットはスロットデータをクライアントに返すだけではなく、花の注文を処理して
ユーザーにメッセージを返します。詳細については、「 」を参照してくださいLambda 関数の使
用 (p. 141)
• Lambda 関数はセッション属性も設定します。セッション属性の詳細については、
「PostText (p. 434)」を参照してください。
ご利用開始のセクションを完了したら、その他の演習 (その他の例: 作成中 Amazon Lex ボッ
ト (p. 175)) を行うことができます。出張の予約 (p. 194) は、セッション属性を使用してクロス
インテント情報を共有し、ユーザーと動的に会話します。

次のステップ
ステップ 3: Lambda 関数を作成する (コンソール) (p. 84)

ステップ 3: Lambda 関数を作成する (コンソール)
Lambda 関数を作成し (lex-order-flowers-python 設計図を使用)、AWS Lambda コンソールでサンプルのイ
ベントデータを使用して呼び出しのテストを行います。
Amazon Lex コンソールに戻り、前のセクションで作成した Lambda の OrderFlowers インテントを達
成するコードフックとして OrderFlowersBot 関数を追加します。

Lambda 関数を作成するには (コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ にある AWS
Lambda コンソールを開きます。
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2.

[Create function] を選択します。

3.

[Create function (関数の作成)] ページで、[Blueprints (設計図)] を選択します。フィルタテキストボッ
クスに「lex-」と入力し、Enter キーを押して設計図を見つけ、[lex-order-flowers-python
設計図] を選択します。
Lambda 関数の設計図は Node.js と Python の両方で提供されています。この演習では Python ベース
の設計図を使用します。

4.

[基本的な情報] ページでは、以下を実行します。
• Lambda 関数名 (OrderFlowersCodeHook) を入力します。
• 実行ロールについては、[基本的な Lambda アクセス権限で新しいロールを作成] を選択します。
• 他はデフォルト値のままにしておきます。

5.

[Create function] を選択します。

6.

英語 (米国) (en-US) 以外のロケールを使用している場合は、「」の説明に従ってインテント名を更新
します特定のロケールの設計図の更新 (p. 151)。

7.

Lambda 関数をテストします。
a.

[テストイベントの選択]、[テストイベント設定] の順に選択します。

b.

[イベントテンプレート] リストから [Amazon Lex Order Flowers] を選択します。このサンプルイ
ベントは Amazon Lex のリクエスト/レスポンスモデル (「Lambda 関数の使用 (p. 141)」を参
照) と一致します。テストイベント名 (LexOrderFlowersTest) を指定します。

c.

[作成] を選択します。

d.

[テスト] を選択してコードフックをテストします。

e.

Lambda 関数が正常に実行されたことを確認します。この例のレスポンスは、Amazon Lex レス
ポンスモデルと一致します。

次のステップ
ステップ 4: Lambda 関数をコードフックとして追加する (コンソール) (p. 85)

ステップ 4: Lambda 関数をコードフックとして追加する (コン
ソール)
このセクションでは、次のように Lambda 関数を使用するように OrderFlowers インテントの設定を更新
します。
• 最初に Lambda インテントを達成するためのコードフックとして OrderFlowers 関数を使用しま
す。ボットをテストして Lambda 関数からフルフィルメントメッセージを受信したことを確認します
(Amazon Lex 関数を Lambda が呼び出すのは、花の注文に必要なすべてのスロットにデータが提供され
た後のみです)。
• 初期化と検証を行うために同じ Lambda 関数をコードフックとして設定します。Lambda 関数が、(ス
ロットデータが提供されたときに) 検証を行っていることをテストして確認します。

Lambda 関数をコードフックとして追加するには (コンソール)
1.

Amazon Lex コンソールで、[OrderFlowers] ボットを選択します。コンソールに [OrderFlowers] イン
テントが表示されます。インテントのバージョンが $LATEST に設定されていることを確認します。
変更できるのはこのバージョンだけです。

2.

Lambda 関数をフルフィルメントのコードフックとして追加してテストします。
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a.

エディタで、[AWS Lambda function (関数)] を [Fulfillment] として選択し、前のステップで作成し
た Lambda 関数を選択します (OrderFlowersCodeHook)。[OK] を選択して、Amazon Lex 関数
を呼び出すアクセス権限を Lambda に付与します。
この Lambda 関数をコードフックとして設定して、インテントを達成します。Amazon Lex は、
インテントを達成するために必要なすべてのスロットデータをユーザーから取得した後のみ、こ
の関数を呼び出します。

b.

[Goodbye message] を指定します。

c.

[Build] を選択します。

d.

前の会話を使用してボットをテストします。

最後の文章である「ありがとうございました。お客様のバラは ...」は、コードフックとして設定した
Lambda 関数からのレスポンスです。前のセクションでは、Lambda 関数はありませんでした。ここ
では、Lambda 関数を使用して実際に OrderFlowers インテントを達成します。
3.

Lambda 関数を初期化および検証のコードフックとして追加してテストします。
Lambda 関数のサンプルコードを使用して、ユーザー入力の検証とフルフィルメントの両方を行うこ
とができます。Lambda 関数が受け取る入力イベントには、実行するコードの部分を決定するために
コードが使用するフィールド (invocationSource) があります。詳細については、「 」を参照して
くださいLambda 関数の入力イベントとレスポンスの形式 (p. 141)
a.

OrderFlowers の $LATEST バージョンを選択します。これは更新できる唯一のバージョンで
す。

b.

エディタで、[Options] の [Initialization and validation] を選択します。

c.

ここでも、同じ Lambda 関数を選択します。

d.

[Build] を選択します。

e.

ボットをテストします。
次のように Amazon Lex と対話する準備が整いました。検証部分をテストするには、時間として
6 PM を選択します。Lambda 関数からレスポンス (「当社の営業時間は午前 10 時から午後 5 時
までとなっております」) が返され、選択し直すことを求められます。すべての有効なスロット
データを提供すると、Lambda 関数によって注文が確定されます。
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次のステップ
ステップ 5 (オプション): 情報フローの詳細を確認する (コンソール) (p. 87)

ステップ 5 (オプション): 情報フローの詳細を確認する (コンソー
ル)
このセクションでは、各ユーザー入力に対する、クライアントと Amazon Lex の間の情報のフローについ
て、Lambda 関数の統合も含めて説明します。

Note
このセクションでは、クライアントが Amazon Lex ランタイム API を使用して PostText にリク
エストを送信することを前提としていて、それに応じてリクエストとレスポンスの詳細を示して
います。クライアントが Amazon Lex API を使用する場合の、クライアントと PostContent の
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間の情報フローの例については、「ステップ 2a (オプション): 音声による情報フローの詳細を確
認する (コンソール) (p. 75)」を参照してください。
PostText ランタイム API、および以下のステップで示しているリクエストとレスポンスに関するその他
の詳細については、「PostText (p. 434)」を参照してください。
1.

ユーザー: 「花を注文したい」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText": "I would like to order some flowers",
"sessionAttributes": {}

リクエストの URI と本文の両方で Amazon Lex に情報が提供されています。
• リクエスト URI – ボット名 (OrderFlowers)、ボットのエイリアス ($LATEST)、ユーザー名
(ユーザーを識別するランダムな文字列) を提供します。末尾の text では、これが PostText
API リクエストである (PostContent ではない) ことが示されています。
• リクエストボディ – ユーザー入力 (inputText) と空の sessionAttributes が含まれていま
す。クライアントが最初のリクエストを行うときにはセッション属性はありません。Lambda
関数は後でセッション属性を使用します。
b.

inputText から、Amazon Lex はインテント (OrderFlowers) を検出します。このインテン
トには、ユーザーデータの初期化/検証を行うためのコードフックとして Lambda 関数が設定さ
れています。そのため、Amazon Lex は以下の情報をイベントデータとして渡すことで、その
Lambda 関数を呼び出します。
{

}

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd",
"sessionAttributes": {},
"bot": {
"name": "OrderFlowers",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": null,
"PickupDate": null
},
"confirmationStatus": "None"
}

詳細については、「 」を参照してください入力イベントの形式 (p. 141)
クライアントが送信する情報に加えて、Amazon Lex は以下の追加データも含めます。
• messageVersion – 現在、 は 1.0 バージョンのみAmazon Lexをサポートしています。
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• invocationSource – Lambda 関数呼び出しの目的を示しています。この場合は、ユーザー
データの初期化および検証を行うことです。この時点で、Amazon Lex はインテントを達成す
るためのスロットデータの一部をユーザーがまだ指定していないことを知っています。
• currentIntent の情報。すべてのスロット値は null に設定されています。
c.

この時点では、すべてのスロット値は null です。Lambda 関数が検証する対象はありませ
ん。Lambda 関数は以下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

}

"sessionAttributes": {},
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": null,
"PickupDate": null
}
}

レスポンスの形式については、「レスポンスの形式 (p. 146)」を参照してください。
次の点に注意してください。
• dialogAction.type – この値を Delegate に設定することで、Lambda 関数は次の一連のア
クションを決定する責任を Amazon Lex に委任します。

Note
Lambda 関数は、ユーザーデータの検証で何かを検出した場合に、次に何をするかを
Amazon Lex に指示します。それについては以下のステップで説明します。
d.

dialogAction.type に従って、Amazon Lex は次の一連のアクションを決定します。どのス
ロットも入力されていないため、FlowerType スロットの値を引き出すことを決定します。値を
引き出すプロンプトの 1 つ (「どの種類の花を注文しますか?」) をこのスロットに選択し、以下
のレスポンスをクライアントに返します。

クライアントはレスポンス内のメッセージを表示しています。
2.

ユーザー: 「バラ」
a.

クライアントは以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd/text
"Content-Type":"application/json"
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{
}

"inputText": "roses",
"sessionAttributes": {}

リクエストボディの inputText でユーザー入力が提供されています。sessionAttributes は
空のままです。
b.

Amazon Lex はまず現在のインテントのコンテキストで inputText を解釈します。サービスで
は FlowerType スロットに関する情報をこのユーザーに求めていたことが記憶されています。現
在のインテントのスロット値を更新し、以下のイベントデータを使用して Lambda 関数を呼び出
します。
{

}

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd",
"sessionAttributes": {},
"bot": {
"name": "OrderFlowers",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": null
},
"confirmationStatus": "None"
}

次の点に注意してください。
• invocationSource – DialogCodeHook を継続します (ユーザーデータを検証しているだけ
です)。
• currentIntent.slots – Amazon Lex は FlowerType スロットをバラに更新しています。
c.

invocationSource の DialogCodeHook の値に従って、Lambda 関数はユーザーデータの検
証を実行します。この関数は roses を有効なスロット値として認識し (また、Price をセッショ
ン属性として設定して)、以下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

}

"sessionAttributes": {
"Price": 25
},
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": null
}
}

次の点に注意してください。
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• sessionAttributes – Lambda 関数は Price (バラの) をセッション属性として追加しまし
た。
• dialogAction.type – が に設定されていますDelegate。このユーザーデータは有効である
ため、Lambda 関数は、次の一連のアクションを選択するように Amazon Lex に指示します。

d.

dialogAction.type に従って、Amazon Lex は次の一連のアクションを選択します。Amazon
Lex はさらなるスロットデータが必要なことを知っているため、インテントの設定に応じて最も
優先度の高い次の未指定スロット (PickupDate) を選択します。Amazon Lex は、インテントの
設定に応じて、値を引き出すプロンプトメッセージの 1 つ—「何日にバラをピックアップします
か?」—をこのスロットに選択し、次のレスポンスをクライアントに返答します。

クライアントには、レスポンスのメッセージ –(「何日にバラをピックアップしますか?」) だけが
表示されます。
3.

ユーザー: 「明日」
a.

クライアントは以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText": "tomorrow",
"sessionAttributes": {
"Price": "25"
}

リクエストボディの inputText でユーザー入力が提供され、クライアントはセッション属性を
サービスに返します。
b.

Amazon Lex は、これが — スロットに対して引き出されているデータであるというコンテキ
ストPickupDateを覚えています。このコンテキストでは、inputText 値が PickupDate ス
ロットに対する値であることを知っています。Amazon Lex は以下のイベントを送信することで
Lambda 関数を呼び出します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd",
"sessionAttributes": {

91

Amazon Lex 開発者ガイド
演習 1: 設計図を使用してボットを作成する

}

"Price": "25"
},
"bot": {
"name": "OrderFlowersCustomWithRespCard",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": "2017-01-05"
},
"confirmationStatus": "None"
}

Amazon Lex は currentIntent.slots の値を設定することで、PickupDate を更新してい
ます。また、サービスによって sessionAttributes がそのまま Lambda 関数に渡されていま
す。
c.

invocationSource の DialogCodeHook の値に従って、Lambda 関数はユーザーデータの検
証を行います。この関数は PickupDate のスロット値が有効であることを認識し、以下のレスポ
ンスを Amazon Lex に返します。
{

}

"sessionAttributes": {
"Price": 25
},
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"PickupTime": null,
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": "2017-01-05"
}
}

次の点に注意してください。
• sessionAttributes – 変更なし。
• dialogAction.type – が に設定されていますDelegate。このユーザーデータは有効であ
り、Lambda 関数は、次の一連のアクションを選択するように Amazon Lex に指示します。
d.

dialogAction.type に従って、Amazon Lex は次の一連のアクションを選択します。Amazon
Lex はさらなるスロットデータが必要なことを知っているため、インテントの設定に応じて最も
優先度の高い次の未指定スロット (PickupTime) を選択します。Amazon Lex は、インテントの
設定に応じて、プロンプトメッセージの 1 つ「2017 年 1 月 5 日の何時にバラを配達しますか?」
をこのスロットに選択し、次のレスポンスをクライアントに返答します。
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クライアントはレスポンス内のメッセージ – (「2017 年 1 月 5 日の何時にバラを配達いたしま
しょうか?」) を表示します。
4.

ユーザー: 「午後 4 時」
a.

クライアントは以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText": "4 pm",
"sessionAttributes": {
"Price": "25"
}

リクエストボディの inputText でユーザー入力が提供されています。クライアントはそのリク
エストで sessionAttributes を渡します。
b.

Amazon Lex はコンテキストを理解しています。PickupTime スロットに対するデータを引き
出していたというコンテキストを理解しています。このコンテキストでは、inputText 値が
PickupTime スロットに対する値であることを知っています。Amazon Lex は以下のイベントを
送信することで Lambda 関数を呼び出します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd",
"sessionAttributes": {
"Price": "25"
},
"bot": {
"name": "OrderFlowersCustomWithRespCard",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"PickupTime": "16:00",
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": "2017-01-05"
},
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}

}

"confirmationStatus": "None"

Amazon Lex は currentIntent.slots の値を設定することで、PickupTime を更新していま
す。
c.

invocationSource の DialogCodeHook の値に従って、Lambda 関数はユーザーデータの検
証を実行します。この関数は PickupDate のスロット値が有効であることを認識し、以下のレス
ポンスを Amazon Lex に返します。
{

}

"sessionAttributes": {
"Price": 25
},
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"PickupTime": "16:00",
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": "2017-01-05"
}
}

次の点に注意してください。
• sessionAttributes –セッション属性は変更されていません。
• dialogAction.type – が に設定されていますDelegate。このユーザーデータは有効である
ため、Lambda 関数は、次の一連のアクションを選択するように Amazon Lex に指示します。
d.

この時点で、Amazon Lex はすべてのスロットデータがそろっていることを知っています。この
インテントには確認プロンプトが設定されています。そのため、Amazon Lex は、インテントを
達成する前にユーザーの確認を求める以下のレスポンスを送信します。

クライアントはレスポンス内のメッセージをそのまま表示し、ユーザーの応答を待ちます。
5.

ユーザー: 「はい」
a.

クライアントは以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/OrderFlowers/alias/$LATEST/user/ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"

94

Amazon Lex 開発者ガイド
演習 1: 設計図を使用してボットを作成する
{

}

"inputText": "yes",
"sessionAttributes": {
"Price": "25"
}

b.

Amazon Lex は現在のインテントを確認するコンテキストで inputText を解釈します。Amazon
Lex は、ユーザーがこの注文の進行を望んでいることを理解しています。Amazon Lex は今回
は、以下のイベントを送信することで、インテントを達成するために Lambda 関数を呼び出しま
す。invocationSource 関数に送信するイベントで FulfillmentCodeHook を Lambda に設
定しています。また、Amazon Lex は confirmationStatus を Confirmed に設定します。
{

}

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook",
"userId": "ignw84y6seypre4xly5rimopuri2xwnd",
"sessionAttributes": {
"Price": "25"
},
"bot": {
"name": "OrderFlowersCustomWithRespCard",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderFlowers",
"slots": {
"PickupTime": "16:00",
"FlowerType": "roses",
"PickupDate": "2017-01-05"
},
"confirmationStatus": "Confirmed"
}

次の点に注意してください。
• invocationSource – Amazon Lex は今回は、この値を FulfillmentCodeHook に設定し
て、インテントを達成するように Lambda 関数に指示しています。
• confirmationStatus – が に設定されていますConfirmed。
c.

今回、Lambda 関数は OrderFlowers インテントを達成し、次のレスポンスを返します。
{

"sessionAttributes": {
"Price": "25"
},
"dialogAction": {
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "Thanks, your order for roses has been placed and will be
ready for pickup by 16:00 on 2017-01-05"
}
}

}

次の点に注意してください。
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• dialogAction.type を設定する – Lambda 関数はこの値を Close に設定し、ユーザーの応
答を期待しないことを Amazon Lex に指示しています。
• dialogAction.fulfillmentState – は [Fulfilled] に設定され、ユーザーに伝え
るmessage適切な が含まれています。
d.

Amazon Lex は fulfillmentState を確認し、以下のレスポンスをクライアントに返信しま
す。
Amazon Lex は以下のメッセージをクライアントに返します。

以下の点に注意してください。
• dialogState – Amazon Lex はこの値を に設定しますfulfilled。
• message – Lambda 関数が提供したのと同じメッセージです。
クライアントはそのメッセージを表示します。
6.

ここで、ボットをもう一度テストします。新しい (ユーザー) コンテキストを確立するには、テスト
ウィンドウの [Clear] リンクを選択します。ここでは、OrderFlowers インテントに対して無効なス
ロットデータを指定します。Lambda 関数は今回は、データ検証を実行し、無効なスロットデータ値
を null にリセットし、有効なデータをユーザーに求めるように Amazon Lex に依頼します。たとえ
ば、以下のことを試してみます。
• 花の種類として「Jasmine」 (サポートされている花の種類ではない)
• 花をピックアップする日付として「昨日」
• 注文した後で、注文の確認に対して「はい」と応答する代わりに、花の種類を入力します。それに
対して、Lambda 関数は、花の注文の現在の合計はそのままにして、セッション属性内の Price を
更新します。
Lambda 関数はフルフィルメントアクティビティも実行します。

次のステップ
ステップ 6: インテント設定を更新して発話を追加する (コンソール) (p. 97)
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ステップ 6: インテント設定を更新して発話を追加する (コンソー
ル)
OrderFlowers ボットには、2 つの発話のみが設定されています。これは、機械学習モデルを構築して、
ユーザーのインテントを認識し応答するための制限された情報を Amazon Lex に提供します。テストウィ
ンドウに「I want to order flowers (花を注文したい)」と入力してみてください。Amazon Lex はテキスト
を認識せず、「I didn't understand you, what would you like to do? (わかりませんでした。何をご希望です
か?)」と応答します。発話を追加することで、機械学習モデルを改善できます。

発話を追加するたびに Amazon Lex でユーザーに応答する方法に関する情報が増えます。正確な発話を追
加する必要はありません。Amazon Lex は、提供されたサンプルから一般化を行い、正確な一致および類
似する入力の両方を認識します。

発話を追加するには (コンソール)
1.

インテントエディタの [Sample utterances] セクションに「I want flowers」と入力して発話をインテン
トに追加し、この新しい発話の横にあるプラスアイコンをクリックします。

2.

ボットを構築して変更を反映します。[Build] を選択し、再度 [Build] を選択します。

3.

ボットをテストし、新しい発話が認識されたことを確認します。テストウィンドウに「I want to order
flowers」と入力します。Amazon Lexは、「どのような種類の花を注文なさいますか?」というフレー
ズを認識し、応答します。
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次のステップ
ステップ 7 (オプション): クリーンアップする (コンソール) (p. 98)

ステップ 7 (オプション): クリーンアップする (コンソール)
次に、作成したリソースを削除し、アカウントをクリーンアップします。
削除できるのは、使用中ではないリソースだけです。通常は、以下の順序でリソースを削除する必要があ
ります。
• ボットを削除して、インテントのリソースを解放します。
• インテントを削除して、スロットタイプのリソースを解放します。
• 最後にスロットタイプを削除します。

アカウントをクリーンアップするには (コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ボットのリストで、[OrderFlowers] の横にあるチェックボックスをオンにし ます。

3.

ボットを削除するには、[Delete] を選択し、確認ダイアログボックスで [Continue] を選択します。

4.

左のペインで [Intents] を選択します。

5.

インテントのリストで、[OrderFlowersIntent] を選択します。

6.

インテントを削除するには、[Delete] を選択し、確認ダイアログボックスで [Continue] を選択しま
す。

7.

左のペインで、[Slot types] を選択します。

8.

スロットタイプのリストで、[Flowers] を選択します。

9.

スロットタイプを削除するには、[Delete] を選択し、確認ダイアログボックスで [Continue] を選択し
ます。
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これで、作成したすべての Amazon Lex リソースが削除され、アカウントがクリーンアップされました。
必要に応じて、Lambda コンソールを使用して、この演習で使用した Lambda 関数を削除します。

演習2: カスタムの作成 Amazon Lex ボット
この演習では、Amazon Lex コンソールを使用してピザを注文するカスタムボット (OrderPizzaBot) を
作成します。このボットを設定するには、カスタムインテント (OrderPizza) の追加、カスタムスロッ
トタイプの定義、スロットの定義を通じて、ピザの注文 (ピザのクラストやサイズなど) を処理します。ス
ロットタイプとスロットの詳細については、「Amazon Lex: 仕組み (p. 3)」を参照してください。
トピック
• ステップ1: Lambda 関数の作成 (p. 99)
• ステップ2: ボットの作成 (p. 101)
• ステップ3: ボットの構築とテスト (p. 106)
• ステップ4(オプション): クリーンアップ (p. 109)

ステップ1: Lambda 関数の作成
最初に、ピザの注文を達成する Lambda 関数を作成します。この関数は、次のセクションで作成する
Amazon Lex ボットで指定します。

Lambda 関数を作成するには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ にある AWS
Lambda コンソールを開きます。
[Create function (関数の作成)] を選択します。
[Create function] ページで、[Author from scratch] を選択します。
この演習では、事前に用意されたカスタムコードを使用して Lambda 関数を作成します。したがっ
て、最初から関数を作成するオプションを選択します。
次の作業を行います。
a.
b.
c.
d.

4.

名前 (PizzaOrderProcessor) を入力します。
[ランタイム] で、最新バージョンの Node.js を選択します。
[Role] で、[Create a new role from template(s)] を選択します。
新しいロール名 (PizzaOrderProcessorRole) を入力します。

e. [Create function (関数の作成)] を選択します。
function] ページで、以下の作業を行います。
[Function code] セクションで、[Edit code inline] を選択し、次の Node.js 関数コードをコピーして
ウィンドウに貼り付けます。
'use strict';
// Close dialog with the customer, reporting fulfillmentState of Failed or Fulfilled
("Thanks, your pizza will arrive in 20 minutes")
function close(sessionAttributes, fulfillmentState, message) {
return {
sessionAttributes,
dialogAction: {
type: 'Close',
fulfillmentState,
message,
},
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}

// --------------- Events ----------------------function dispatch(intentRequest, callback) {
console.log(`request received for userId=${intentRequest.userId}, intentName=
${intentRequest.currentIntent.name}`);
const sessionAttributes = intentRequest.sessionAttributes;
const slots = intentRequest.currentIntent.slots;
const crust = slots.crust;
const size = slots.size;
const pizzaKind = slots.pizzaKind;
callback(close(sessionAttributes, 'Fulfilled',
{'contentType': 'PlainText', 'content': `Okay, I have ordered your ${size}
${pizzaKind} pizza on ${crust} crust`}));
}
// --------------- Main handler ----------------------// Route the incoming request based on intent.
// The JSON body of the request is provided in the event slot.
exports.handler = (event, context, callback) => {
try {
dispatch(event,
(response) => {
callback(null, response);
});
} catch (err) {
callback(err);
}
};

5.

[Save] を選択します。

サンプルイベントデータを使用した Lambda 関数のテスト
コンソールで、サンプルイベントデータを使用して手動で Lambda 関数を呼び出すことで、この関数をテ
ストします。

Lambda 関数をテストするには:
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ にある AWS
Lambda コンソールを開きます。

2.

[Lambda 関数] ページで、Lambda 関数を選択します。(PizzaOrderProcessor).
関数のページで、テストイベントのリストから [Configure test events] を選択します。
[Configure test event] ページで、以下の操作を行います。

3.
4.

a.
b.
c.

[Create new test event] を選択します。
[Event name] フィールドに、イベント名 (PizzaOrderProcessorTest) を入力します。
次の Amazon Lex イベントをウィンドウ内にコピーします。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook",
"userId": "user-1",
"sessionAttributes": {},
"bot": {
"name": "PizzaOrderingApp",
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}

5.

"alias": "$LATEST",
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "OrderPizza",
"slots": {
"size": "large",
"pizzaKind": "meat",
"crust": "thin"
},
"confirmationStatus": "None"
}

[作成] を選択します。

AWS Lambda によってテストが作成され、関数のページが再び表示されます。選択 試験 および Lambda
は Lambda 機能。
結果ボックスで、[Details] を選択します。コンソールの [Execution result] ペインに、次の出力が表示され
ます。
{

"sessionAttributes": {},
"dialogAction": {
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "Okay, I have ordered your large meat pizza on thin crust."
}

}

次のステップ
ステップ2: ボットの作成 (p. 101)

ステップ2: ボットの作成
このステップでは、ピザの注文を処理するボットを作成します。
トピック
• ボットの作成 (p. 101)
• インテントの作成 (p. 102)
• スロットタイプの作成 (p. 103)
• インテントの設定 (p. 104)
• ボットの設定 (p. 105)

ボットの作成
必要最低限の情報を使用して PizzaOrderingBot ボットを作成します。後で、このボットにインテント
(ユーザーが実行するアクション) を追加します。

ボットを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。
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2.

ボットを作成します。
a.
b.

初めてボットを作成する場合は、[Get Started] を選択します。それ以外の場合は、[Bots]、
[Create] の順に選択します。
[Create your Lex bot] ページで、[Custom bot] を選択して、以下の情報を指定します。
• ボット名: PizzaOrderingBot
• 言語: ボットの言語とロケールを選択します。
• 音声出力: Salli
• Session timeout: 5 分
• コッパ: 適切な回答を選択してください。

c.

• ユーザー・メッセージ・ストレージ: 適切な回答を選択してください。
[作成] を選択します。
コンソールが Amazon Lex 新しいボットを作成するリクエスト。 Amazon Lex Bot バージョンを
に設定します。 $LATEST. ボットの作成後、 Amazon Lex は、ボットを表示します。 編集者 タ
ブ:

• ボットバージョンの [Latest] は、コンソールでボット名の横に表示されます。Amazon Lex の
新しいリソースのバージョンは $LATEST になります。詳細については、バージョニングとエ
イリアス (p. 137) を参照してください。
• インテントやスロットタイプはまだ作成していないため、何も表示されません。
• [Build] および [Publish] は、ボットレベルのアクティビティです。ボット全体を設定した後で、
これらのアクティビティについて詳しく説明します。

次のステップ
インテントの作成 (p. 102)

インテントの作成
次に、ユーザーが実行するアクションである OrderPizza インテントを必要最小限の情報で作成します。
インテントのスロットタイプを追加し、後でインテントを設定します。

インテントを作成するには
1.

Amazon Lex コンソールで、[Intents (インテント)] の横にあるプラス記号 (+) を選択し、[Create new
intent (新しいインテントの作成)] を選択します。

2.

[Create intent] ダイアログボックスに、インテントの名前 (OrderPizza) を入力し、[Add] を選択しま
す。

コンソールは OrderPizza インテントを作成するために Amazon Lex にリクエストを送信します。この
例では、スロットタイプの作成後にインテントのスロットを作成します。

次のステップ
スロットタイプの作成 (p. 103)
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スロットタイプの作成
OrderPizza インテントで使用するスロットタイプ (パラメータ値) を作成します。

スロットタイプを作成するには
1.

左のメニューで、[Slot types] の横にあるプラス記号 (+) を選択します。

2.

[Add slot type] ダイアログボックスで、以下を追加します。
• スロットタイプ名 – Crusts
• 説明 – 利用可能なクラスト
• [Restrict to Slot values and Synonyms] を選択します。
• 値 – 種類 thick. Tabキーを押し、 同義語 フィールドタイプ stuffed. プラス記号(+)を選択しま
す。「thin」と入力し、再びプラス記号 (+) を選択します。
次のようにダイアログが表示されます。

3.

[Add slot to intent] を選択します。

4.

[Intent] ページで、[Required] を選択します。スロットの名前を次から変更: slotOne ～ crust. プロ
ンプトを次のように変更します。 What kind of crust would you like?

5.

次の表の値を使用して Step 1〜Step 4 を繰り返します。
Name

説明

[値]

Sizes

Available sizes

small、medium、large
size

What size pizza?

PizzaKind

Available pizzas

veg、cheese

Do you want a
veg or cheese
pizza?
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次のステップ
インテントの設定 (p. 104)

インテントの設定
ユーザーのピザ注文のリクエストを処理するように OrderPizza インテントを設定します。

インテントを設定するには
•

[OrderPizza] 設定ページで、次のようにインテントを設定します。
• サンプル発話 – 次の文字列を入力します。中括弧 {} にはスロット名が入ります。
• ピザを注文したいです
• ピザを注文します
• {pizzaKind} ピザを注文します
• {size} {pizzaKind} ピザを注文します
• {size} {crust} クラストの {pizzaKind} ピザをください
• ピザをください
• {pizzaKind} ピザをください
• {size} {pizzaKind} ピザをください
• Lambda の初期化と検証 – デフォルト設定のままにします。
• プロンプトの確認 – デフォルト設定のままにします。
• フルフィルメント – 以下のタスクを実行します。
• AWS Lambda 関数 を選択します。
• 選択 PizzaOrderProcessor.
• [Add permission to Lambda function (Lambda 関数にアクセス許可を追加する)] ダイア
ログボックスが表示されている場合は、[OK] を選択して OrderPizza インテントに
PizzaOrderProcessor 関数 Lambda を呼び出すアクセス許可を付与します。
• [None] は選択したままにします。
インテントは次のようになります。
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次のステップ
ボットの設定 (p. 105)

ボットの設定
PizzaOrderingBot ボットのエラー処理を設定します。
1.

PizzaOrderingBot ボットに移動します。[Editor (エディタ)] を選択して、[Error Handling (エラー処
理)] を選択します。
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2.

[Editor] タブを使用してボットのエラー処理を設定します。
• [Clarification Prompts (明確化プロンプト)] で指定する情報は、ボットの clarificationPrompt 設定に
マッピングされます。
Amazon Lex がユーザーのインテントを判断できない場合、サービスはこのメッセージを付けてレ
スポンスを返します。
• [Hang-up phrase (中断フレーズ)] で指定する情報は、ボットの abortStatement 設定にマッピングさ
れます。
一連のリクエストを受信した後に、サービスがユーザーのインテントを判断できない場
合、Amazon Lex はこのメッセージを付けてレスポンスを返します。
デフォルト値はそのままにしておきます。

次のステップ
ステップ3: ボットの構築とテスト (p. 106)

ステップ3: ボットの構築とテスト
ボットを構築およびテストして、ボットが動作することを確認します。

ボットを構築してテストするには
1.

PizzaOrderingBot ボットを構築するには、[Build] を選択します。
Amazon Lex はボットの機械学習モデルをビルドします。ボットをテストすると、コンソールはラン
タイム API を使用してユーザー入力を Amazon Lex に返します。Amazon Lex は、機械学習モデルを
使用してユーザー入力を解釈します。
構築が完了するまでには時間がかかることがあります。

2.

ボットをテストするには、[Test Bot (ボットのテスト)] ウィンドウで、Amazon Lex ボットとの通信を
開始します。
• たとえば、次のように言うか、入力します。
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• OrderPizza インテントで設定したサンプル発話を使用してボットをテストします。たとえば、以
下は PizzaOrder インテントに設定したサンプル発話の 1 つです。
I want a {size} {crust} crust {pizzaKind} pizza

これをテストするには、次のように入力します。
I want a large thin crust cheese pizza

「ピザを注文します」と入力すると、Amazon Lex はそのインテント (OrderPizza) を検出します。
次に、Amazon Lex からスロット情報の入力を求められます。
すべてのスロット情報を指定すると、Amazon Lex はインテントに設定した Lambda 関数を呼び出し
ます。
Lambda 関数はメッセージ (「かしこまりました。お客様の ... を注文いたしました」) を Amazon Lex
に返し、Amazon Lex によって返信されます。

レスポンスの検査
チャットウィンドウの下のペインで、Amazon Lex からのレスポンスを検査できます。このペインには、
ボットとのやり取りに応じて変わるボットの状態に関する全体情報が表示されます。
ペインの情報は、オペレーションの現在の状態を示します。
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• ダイアログ状態 – ユーザーとの会話の現在の状態。これは、 ElicitIntent、 ElicitSlot、
ConfirmIntent 又は Fulfilled.

• 概要 – ダイアログの簡素化されたビューであり、処理対象のインテントのスロット値が表示されます。
これにより、情報フローを追跡できます。インテント名、スロット総数と入力済みスロット数、すべて
のスロットおよび関連値の一覧が表示されます。

• 詳細 – チャットボットの未加工の JSON レスポンスを表示します。これにより、チャットボットのテ
ストとデバッグを行う際に、ボットとのやり取りやダイアログの現在の状態をより深く把握できます。
チャットウィンドウに入力すると、検査ペインに PostText (p. 434) オペレーションからの JSON レス
ポンスが表示されます。チャットウィンドウに話しかけると、検査ペインに PostContent (p. 425) オペ
レーションからのレスポンスヘッダーが表示されます。
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次のステップ
ステップ4(オプション): クリーンアップ (p. 109)

ステップ4(オプション): クリーンアップ
作成したリソースを削除してアカウントをクリーンアップし、作成したリソースに対して料金が発生しな
いようにします。
削除できるのは、使用中ではないリソースだけです。たとえば、インテントによって参照されているス
ロットは削除できません。ボットによって参照されているインテントは削除できません。
次の順序でリソースを削除します。
• ボットを削除して、インテントのリソースを解放します。
• インテントを削除して、スロットタイプのリソースを解放します。
• 最後にスロットタイプを削除します。

アカウントをクリーンアップするには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ボットのリストから [PizzaOrderingBot] を選択します。

3.

ボットを削除するには、[Delete]、[Continue] の順に選択します。

4.

左のペインで [Intents] を選択します。
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5.

インテントのリストで、[OrderPizza] を選択します。

6.

インテントを削除するには、[Delete]、[Continue] の順に選択します。

7.

左のメニューで、[Slot types] を選択します。

8.

スロットタイプのリストで、[Crusts] を選択します。

9.

スロットタイプを削除するには、[Delete]、[Continue] の順に選択します。

10. [Sizes] と [PizzaKind] の各スロットタイプで、「Step 8」と「Step 9」を繰り返します。
これで、作成したすべてのリソースが削除され、アカウントがクリーンアップされました。

次のステップ
• バージョンを発行してエイリアスを作成する
• 作成 Amazon Lex ボットと AWS Command Line Interface

演習 3: バージョンを発行してエイリアスを作成する
「開始方法」の演習 1 と 2 で、ボットを作成してテストしました。この演習では、以下のことを行いま
す。
• このボットの新しいバージョンを発行します。 Amazon Lex は $LATEST バージョンのスナップショッ
トコピーを作成して、新しいバージョンを発行します。
• 新しいバージョンを指すエイリアスを作成します。
バージョニングとエイリアスの詳細については、「バージョニングとエイリアス (p. 137)」を参照してく
ださい。
以下の手順に従って、この演習で作成したボットのバージョンを発行します。
1.

Amazon Lex コンソールで、作成したボットの 1 つを選択します。
コンソールで、ボット名の横にボットバージョンとして $LATEST と表示されていることを確認しま
す。

2.

[Publish] を選択します。

3.

[Publish botname (ボット名の発行)] ウィザードで、エイリアス (BETA) を指定し、[発行] を選択しま
す。

4.

Amazon Lex コンソールでボット名の横に新しいバージョンが表示されていることを確認します。
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これでバージョンとエイリアスが発行されてボットが動作するようになったので、ボットをデプロイでき
ます (モバイルアプリケーションでデプロイするか、ボットを Facebook Messenger と統合します)。例に
ついては、「Integrating an Amazon Lex Bot with Facebook Messenger (p. 154)」を参照してください。

Step 4: Getting Started (AWS CLI)
このステップでは、AWS CLI を使用して Amazon Lex ボットを作成、テスト、および変更します。以下の
演習を行うには、CLI の使い方を知っている必要があります。また、テキストエディタが必要です。詳細
については、「ステップ 2: AWS Command Line Interface をセットアップする (p. 70)」を参照してく
ださい
• Exercise 1 — Create and test an Amazon Lex bot. The exercise provides all of the JSON objects that
you need to create a custom slot type, an intent, and a bot. For more information, see Amazon Lex: 仕組
み (p. 3)
• Exercise 2 — Update the bot that you created in Exercise 1 to add an additional sample utterance.
Amazon Lex uses sample utterances to build the machine learning model for your bot.
• Exercise 3 — Update the bot that you created in Exercise 1 to add a Lambda function to validate user
input and to fulfill the intent.
• Exercise 4 — Publish a version of the slot type, intent, and bot resources that you created in Exercise 1.
A version is a snapshot of a resource that can't be changed.
• Exercise 5 — Create an alias for the bot that you created in Exercise 1.
• Exercise 6 — Clean up your account by deleting the slot type, intent, and bot that you created in Exercise
1, and the alias that you created in Exercise 5.
トピック
• Exercise 1: Create an Amazon Lex Bot (AWS CLI) (p. 111)
• Exercise 2: Add a New Utterance (AWS CLI) (p. 123)
• Exercise 3: Add a Lambda Function (AWS CLI) (p. 127)
• Exercise 4: Publish a Version (AWS CLI) (p. 130)
• Exercise 5: Create an Alias (AWS CLI) (p. 134)
• Exercise 6: Clean Up (AWS CLI) (p. 135)

Exercise 1: Create an Amazon Lex Bot (AWS CLI)
通常、ボットを作成するときは、以下のことを行います。
1. スロットタイプを作成し、ボットで扱う情報を定義します。
2. インテントを作成し、ボットでサポートするユーザーアクションを定義します。前に作成したカスタム
スロットタイプを使用し、インテントに必要なスロット (パラメータ) を定義します。
3. 定義したインテントを使用するボットを作成します。
この演習では、CLI を使用して新しい Amazon Lex ボットを作成してテストします。ボットの作成には、
用意されている JSON 構造を使用します。この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行される
リージョンを確認しておく必要があります。リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas
(p. 262)」を参照してください。
トピック
• Step 1: Create a Service-Linked Role (AWS CLI) (p. 112)
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• Step 2: Create a Custom Slot Type (AWS CLI) (p. 112)
• Step 3: Create an Intent (AWS CLI) (p. 114)
• Step 4: Create a Bot (AWS CLI) (p. 117)
• Step 5: Test a Bot (AWS CLI) (p. 119)

Step 1: Create a Service-Linked Role (AWS CLI)
Amazon Lex は、AWS Identity and Access Management サービスにリンクされたロールを引き受け、ボッ
トに代わって AWS のサービスを呼び出します。ロールは、アカウント内で Amazon Lex ユースケースに
リンクされ、アクセス権限が事前に定義されています。詳細については、「Using Service-Linked Roles
for Amazon Lex (p. 244)」を参照してください。
コンソールで Amazon Lex ボットを作成済みである場合、サービスにリンクされたロールは自動的に作成
されています。「Step 2: Create a Custom Slot Type (AWS CLI) (p. 112)」へ進んでください。

サービスにリンクされたロールを作成するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、次のコマンドを入力します。
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name lex.amazonaws.com

2.

次のコマンドを使用してポリシーをチェックします。
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForLexBots

レスポンスは次のとおりです。
{

"Role": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "sts:AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lex.amazonaws.com"
}
}
]
},
"RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",
"Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",
"Arn": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
}

Next Step
Step 2: Create a Custom Slot Type (AWS CLI) (p. 112)

Step 2: Create a Custom Slot Type (AWS CLI)
カスタムスロットタイプを作成し、注文できる花の種類を列挙値とします。次のステップで
OrderFlowers インテントを作成するときに、このタイプを使用します。A slot type は、インテントのス
ロット、またはパラメータの可能な値を定義します。
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この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。

カスタムスロットタイプを作成するには (AWS CLI)
1.
2.

という名前のテキストファイルを作成します FlowerTypes.json。 からJSONコードをコピー
FlowerTypes.json (p. 113) テキストファイルに入力します。
AWS CLI を使用して PutSlotType (p. 400) オペレーションを呼び出し、スロットタイプを作成しま
す。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末
のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws lex-models put-slot-type \
--region region \
--name FlowerTypes \
--cli-input-json file://FlowerTypes.json

サーバーからのレスポンスは次のとおりです。
{

}

"enumerationValues": [
{
"value": "tulips"
},
{
"value": "lilies"
},
{
"value": "roses"
}
],
"name": "FlowerTypes",
"checksum": "checksum",
"version": "$LATEST",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"createdDate": timestamp,
"description": "Types of flowers to pick up"

Next Step
Step 3: Create an Intent (AWS CLI) (p. 114)

FlowerTypes.json
次のコードは、FlowerTypes カスタムスロットタイプを作成するために必要な JSON データです。
{

"enumerationValues": [
{
"value": "tulips"
},
{
"value": "lilies"
},
{
"value": "roses"
}
],
"name": "FlowerTypes",
"description": "Types of flowers to pick up"
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}

Step 3: Create an Intent (AWS CLI)
OrderFlowersBot ボットのインテントを作成し、3 つのスロット (パラメータ) を指定します。スロット
を使用することで、ボットはインテントを達成できます。
• FlowerType is a custom slot type that specifies which types of flowers can be ordered.
• AMAZON.DATE and AMAZON.TIME are built-in slot types used for getting the date and time to deliver the
flowers from the user.
この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。

OrderFlowers インテントを作成するには (AWS CLI)
1.

という名前のテキストファイルを作成します OrderFlowers.json。 からJSONコードをコピー
OrderFlowers.json (p. 116) テキストファイルに入力します。

2.

AWS CLI で、PutIntent (p. 388) オペレーションを呼び出してインテントを作成します。例
は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバッ
クスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws lex-models put-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--cli-input-json file://OrderFlowers.json

サーバーは以下のように応答します。
{

"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Okay, your {FlowerType} will be ready for pickup by
{PickupTime} on {PickupDate}. Does this sound okay?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"name": "OrderFlowers",
"checksum": "checksum",
"version": "$LATEST",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "Okay, I will not place your order.",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"createdDate": timestamp,
"lastUpdatedDate": timestamp,
"sampleUtterances": [
"I would like to pick up flowers",
"I would like to order some flowers"
],
"slots": [
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{

"slotType": "AMAZON.TIME",
"name": "PickupTime",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Pick up the {FlowerType} at what time on
{PickupDate}?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 3,
"description": "The time to pick up the flowers"
},
{
"slotType": "FlowerTypes",
"name": "FlowerType",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What type of flowers would you like to order?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 1,
"slotTypeVersion": "$LATEST",
"sampleUtterances": [
"I would like to order {FlowerType}"
],
"description": "The type of flowers to pick up"
},
{
"slotType": "AMAZON.DATE",
"name": "PickupDate",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What day do you want the {FlowerType} to be picked
up?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 2,
"description": "The date to pick up the flowers"
}
],
"fulfillmentActivity": {
"type": "ReturnIntent"
},
"description": "Intent to order a bouquet of flowers for pick up"

}
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Next Step
Step 4: Create a Bot (AWS CLI) (p. 117)

OrderFlowers.json
次のコードは、OrderFlowers インテントを作成するために必要な JSON データです。
{

"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Okay, your {FlowerType} will be ready for pickup by
{PickupTime} on {PickupDate}. Does this sound okay?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"name": "OrderFlowers",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "Okay, I will not place your order.",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"sampleUtterances": [
"I would like to pick up flowers",
"I would like to order some flowers"
],
"slots": [
{
"slotType": "FlowerTypes",
"name": "FlowerType",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What type of flowers would you like to order?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 1,
"slotTypeVersion": "$LATEST",
"sampleUtterances": [
"I would like to order {FlowerType}"
],
"description": "The type of flowers to pick up"
},
{
"slotType": "AMAZON.DATE",
"name": "PickupDate",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What day do you want the {FlowerType} to be picked
up?",
"contentType": "PlainText"

116

Amazon Lex 開発者ガイド
Exercise 1: Create a Bot

]

},
{

}

},
"priority": 2,
"description": "The date to pick up the flowers"

"slotType": "AMAZON.TIME",
"name": "PickupTime",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Pick up the {FlowerType} at what time on
{PickupDate}?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 3,
"description": "The time to pick up the flowers"
}
],
"fulfillmentActivity": {
"type": "ReturnIntent"
},
"description": "Intent to order a bouquet of flowers for pick up"

}

Step 4: Create a Bot (AWS CLI)
OrderFlowersBot ボットには、1 つのインテント (前のステップで作成した OrderFlowers インテン
ト) があります。この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく
必要があります。リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してくだ
さい。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更してください。

OrderFlowersBot ボットを作成するには (AWS CLI)
1.

という名前のテキストファイルを作成します OrderFlowersBot.json。 からJSONコードをコピー
OrderFlowersBot.json (p. 119) テキストファイルに入力します。

2.

AWS CLI で、PutBot (p. 372) オペレーションを呼び出してボットを作成します。例
は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバッ
クスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws lex-models put-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--cli-input-json file://OrderFlowersBot.json

サーバーからのレスポンスは次のとおりです。Bot を作成または更新すると、 status フィールドは
BUILDING。 これは、ボットを使用する準備ができていないことを示します。ボットの使用準備が
整ったことを確認するには、次のステップで GetBot (p. 302) オペレーションを使用します。
{
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}

3.

"status": "BUILDING",
"intents": [
{
"intentVersion": "$LATEST",
"intentName": "OrderFlowers"
}
],
"name": "OrderFlowersBot",
"locale": "en-US",
"checksum": "checksum",
"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "Sorry, I'm not able to assist at this time",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"version": "$LATEST",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"createdDate": timestamp,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "I didn't understand you, what would you like to do?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"voiceId": "Salli",
"childDirected": false,
"idleSessionTTLInSeconds": 600,
"processBehavior": "BUILD",
"description": "Bot to order flowers on the behalf of a user"

新しいボットの使用準備が整っているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。このコ
マンドを status フィールドリターン READY。 この例は、Unix、Linux、macOS 用にフォーマット
されています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に
置き換えてください。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--version-or-alias "\$LATEST"

レスポンス内で status フィールドを探します。
{

"status": "READY",
...

}

Next Step
Step 5: Test a Bot (AWS CLI) (p. 119)

118

Amazon Lex 開発者ガイド
Exercise 1: Create a Bot

OrderFlowersBot.json
次のコードは、Amazon Lex ボット OrderFlowers の構築に必要な JSON データを示しています。
{

"intents": [
{
"intentVersion": "$LATEST",
"intentName": "OrderFlowers"
}
],
"name": "OrderFlowersBot",
"locale": "en-US",
"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "Sorry, I'm not able to assist at this time",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "I didn't understand you, what would you like to do?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"voiceId": "Salli",
"childDirected": false,
"idleSessionTTLInSeconds": 600,
"description": "Bot to order flowers on the behalf of a user"

}

Step 5: Test a Bot (AWS CLI)
ボットをテストするには、テキストベースまたは音声ベースのテストを使用できます。
トピック
• Test the Bot Using Text Input (AWS CLI) (p. 119)
• Test the Bot Using Speech Input (AWS CLI) (p. 121)

Test the Bot Using Text Input (AWS CLI)
テキスト入力でボットが正しく動作することを確認するには、PostText (p. 434) オペレーションを使用
します。この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があ
ります。リージョンのリストについては、「Runtime Service Quotas (p. 261)」を参照してください。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

テキストを使用してボットをテストするには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、OrderFlowersBot ボットとの会話を開始します。例は、Unix、Linux、および
macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連
結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
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aws lex-runtime post-text \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--input-text "i would like to order flowers"

Amazon Lex は、ユーザーのインテントを認識し、次のレスポンスを返すことで会話を開始します。
{

}

2.

"slotToElicit": "FlowerType",
"slots": {
"PickupDate": null,
"PickupTime": null,
"FlowerType": null
},
"dialogState": "ElicitSlot",
"message": "What type of flowers would you like to order?",
"intentName": "OrderFlowers"

以下のコマンドを実行して、ボットとの会話を終了します。
aws lex-runtime post-text \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--input-text "roses"

aws lex-runtime post-text \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--input-text "tuesday"

aws lex-runtime post-text \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot --bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--input-text "10:00 a.m."

aws lex-runtime post-text \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--input-text "yes"

注文を確認すると、Amazon Lex はフルフィルメントレスポンスを送信して会話を完了します。
{

"slots": {
"PickupDate": "2017-05-16",
"PickupTime": "10:00",
"FlowerType": "roses"
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}

},
"dialogState": "ReadyForFulfillment",
"intentName": "OrderFlowers"

Next Step
Test the Bot Using Speech Input (AWS CLI) (p. 121)

Test the Bot Using Speech Input (AWS CLI)
音声ファイルを使用してボットをテストするには、PostContent (p. 425) オペレーションを使用します。
音声ファイルは、Amazon Polly テキスト読み上げ機能のオペレーションを使用して生成します。
この演習のコマンドを実行するには、Amazon Lex and Amazon Polly コマンドが実行されるリージョ
ンを確認しておく必要があります。Amazon Lex のリージョンのリストについては「Runtime Service
Quotas (p. 261)」を参照してください。の地域リストについては、 Amazon Polly 参照 AWS 領域とエン
ドポイント の Amazon Web Services General Reference.

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

音声入力を使用してボットをテストするには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、Amazon Polly を使用して音声ファイルを作成します。例は、Unix、Linux、および
macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連
結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws polly synthesize-speech \
--region region \
--output-format pcm \
--text "i would like to order flowers" \
--voice-id "Salli" \
IntentSpeech.mpg

2.

Amazon Lex に音声ファイルを送信するには、次のコマンドを実行します。Amazon Lex は、レスポ
ンスからの音声を指定された出力ファイルに保存します。
aws lex-runtime post-content \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--content-type "audio/l16; rate=16000; channels=1" \
--input-stream IntentSpeech.mpg \
IntentOutputSpeech.mpg

Amazon Lex は、レスポンスで最初のスロットをリクエストします。音声レスポンスは指定の出力
ファイルに保存されます。
{

"contentType": "audio/mpeg",
"slotToElicit": "FlowerType",
"dialogState": "ElicitSlot",
"intentName": "OrderFlowers",
"inputTranscript": "i would like to order some flowers",
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}

3.

"slots": {
"PickupDate": null,
"PickupTime": null,
"FlowerType": null
},
"message": "What type of flowers would you like to order?"

バラの花束を注文するには、次の音声ファイルを作成して Amazon Lex に送信します。
aws polly synthesize-speech \
--region region \
--output-format pcm \
--text "roses" \
--voice-id "Salli" \
FlowerTypeSpeech.mpg

aws lex-runtime post-content \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--content-type "audio/l16; rate=16000; channels=1" \
--input-stream FlowerTypeSpeech.mpg \
FlowerTypeOutputSpeech.mpg

4.

配達日を設定するには、次の音声ファイルを作成して Amazon Lex に送信します。
aws polly synthesize-speech \
--region region \
--output-format pcm \
--text "tuesday" \
--voice-id "Salli" \
DateSpeech.mpg

aws lex-runtime post-content \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--content-type "audio/l16; rate=16000; channels=1" \
--input-stream DateSpeech.mpg \
DateOutputSpeech.mpg

5.

配送時間を設定するには、次の音声ファイルを作成して Amazon Lex に送信します。
aws polly synthesize-speech \
--region region \
--output-format pcm \
--text "10:00 a.m." \
--voice-id "Salli" \
TimeSpeech.mpg

aws lex-runtime post-content \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--content-type "audio/l16; rate=16000; channels=1" \
--input-stream TimeSpeech.mpg \
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TimeOutputSpeech.mpg

6.

配達を確認するには、次の音声ファイルを作成して Amazon Lex に送信します。
aws polly synthesize-speech \
--region region \
--output-format pcm \
--text "yes" \
--voice-id "Salli" \
ConfirmSpeech.mpg

aws lex-runtime post-content \
--region region \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-alias "\$LATEST" \
--user-id UserOne \
--content-type "audio/l16; rate=16000; channels=1" \
--input-stream ConfirmSpeech.mpg \
ConfirmOutputSpeech.mpg

配達を確認すると、Amazon Lex からインテントの達成を確認するレスポンスが送信されます。
{

}

"contentType": "text/plain;charset=utf-8",
"dialogState": "ReadyForFulfillment",
"intentName": "OrderFlowers",
"inputTranscript": "yes",
"slots": {
"PickupDate": "2017-05-16",
"PickupTime": "10:00",
"FlowerType": "roses"
}

Next Step
Exercise 2: Add a New Utterance (AWS CLI) (p. 123)

Exercise 2: Add a New Utterance (AWS CLI)
ユーザーからのリクエストを認識するために Amazon Lex が使用する機械学習モデルを向上するには、別
のサンプル発話をボットに追加します。
新しい発話を追加するには 4 つのステップを使用します。
1. GetIntent (p. 338) オペレーションを使用して Amazon Lex からインテントを取得します。
2. インテントを更新します。
3. PutIntent (p. 388) オペレーションを使用して、更新したインテントを Amazon Lex に送り返します。
4. GetBot (p. 302) オペレーションと PutBot (p. 372) オペレーションを使用して、このインテントを使
用するすべてのボットを再構築します。
この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。
GetIntent オペレーションからのレスポンスには、インテントの特定のリビジョンを識別する
checksum というフィールドが含まれています。PutIntent (p. 388) オペレーションを使用してインテン
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トを更新するときに、このチェックサムの値を指定する必要があります。指定しないと、次のエラーメッ
セージが表示されます。

An error occurred (PreconditionFailedException) when calling
the PutIntent operation: Intent intent name already exists.
If you are trying to update intent name you must specify the
checksum.

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

OrderFlowers インテントを更新するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で Amazon Lex からインテントを取得します。Amazon Lex は OrderFlowers-V2.json.
と言う名前のファイルにこの出力を送信します。
aws lex-models get-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--intent-version "\$LATEST" > OrderFlowers-V2.json

2.

テキストエディタで OrderFlowers-V2.json を開きます。
1. createdDate、lastUpdatedDate、version の各フィールドを見つけて削除します。
2. sampleUtterances フィールドに以下を追加します。
I want to order flowers

3. ファイルを保存します。
3.

次のコマンドを使用して、更新したインテントを Amazon Lex に送信します。
aws lex-models put-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--cli-input-json file://OrderFlowers-V2.json

Amazon Lex から次のレスポンスが送信されます。
{

"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Okay, your {FlowerType} will be ready for pickup by
{PickupTime} on {PickupDate}. Does this sound okay?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"name": "OrderFlowers",
"checksum": "checksum",
"version": "$LATEST",
"rejectionStatement": {
"messages": [
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{

]

}

"content": "Okay, I will not place your order.",
"contentType": "PlainText"

},
"createdDate": timestamp,
"lastUpdatedDate": timestamp,
"sampleUtterances": [
"I would like to pick up flowers",
"I would like to order some flowers",
"I want to order flowers"
],
"slots": [
{
"slotType": "AMAZON.TIME",
"name": "PickupTime",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "Pick up the {FlowerType} at what time on
{PickupDate}?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 3,
"description": "The time to pick up the flowers"
},
{
"slotType": "FlowerTypes",
"name": "FlowerType",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What type of flowers would you like to order?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 1,
"slotTypeVersion": "$LATEST",
"sampleUtterances": [
"I would like to order {FlowerType}"
],
"description": "The type of flowers to pick up"
},
{
"slotType": "AMAZON.DATE",
"name": "PickupDate",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What day do you want the {FlowerType} to be picked
up?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 2,
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}

}

"description": "The date to pick up the flowers"

],
"fulfillmentActivity": {
"type": "ReturnIntent"
},
"description": "Intent to order a bouquet of flowers for pick up"

インテントを更新したので、このインテントを使用するすべてのボットを再構築します。

OrderFlowersBot ボットを再構築するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で次のコマンドを使用し、OrderFlowersBot ボットの定義を取得してファイルに保存し
ます。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--version-or-alias "\$LATEST" > OrderFlowersBot-V2.json

2.

テキストエディタで、 OrderFlowersBot-V2.json。 削除 createdDate、 lastUpdatedDate、
status および version フィールド。

3.

テキストエディタで、ボットの定義に次の行を追加します。
"processBehavior": "BUILD",

4.

AWS CLI で次のコマンドを実行し、ボットの新しいリビジョンを構築します。
aws lex-models put-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--cli-input-json file://OrderFlowersBot-V2.json

サーバーからのレスポンスは次のとおりです。
{

"status": "BUILDING",
"intents": [
{
"intentVersion": "$LATEST",
"intentName": "OrderFlowers"
}
],
"name": "OrderFlowersBot",
"locale": "en-US",
"checksum": "checksum",
"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "Sorry, I'm not able to assist at this time",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"version": "$LATEST",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"createdDate": timestamp
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
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"messages": [
{
"content": "I didn't understand you, what would you like to do?",
"contentType": "PlainText"
}
]

}

},
"voiceId": "Salli",
"childDirected": false,
"idleSessionTTLInSeconds": 600,
"description": "Bot to order flowers on the behalf of a user"

Next Step
Exercise 3: Add a Lambda Function (AWS CLI) (p. 127)

Exercise 3: Add a Lambda Function (AWS CLI)
ユーザー入力を検証し、ユーザーのインテントを達成する Lambda 関数をボットに追加します。
Lambda 式を追加するには 5 つのステップを使用します。
1. Lambda の AddPermission 関数を使用して OrderFlowers インテントを有効にし、Lambda の Invoke
オペレーションを呼び出します。
2. GetIntent (p. 338) オペレーションを使用して Amazon Lex からインテントを取得します。
3. Lambda 関数を追加してインテントを更新します。
4. PutIntent (p. 388) オペレーションを使用して、更新したインテントを Amazon Lex に送り返します。
5. GetBot (p. 302) オペレーションと PutBot (p. 372) オペレーションを使用して、このインテントを使
用するすべてのボットを再構築します。
この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。
InvokeFunction アクセス権限を追加する前に Lambda 関数をインテントに追加すると、次のエラー
メッセージが表示されます。
An error occurred (BadRequestException) when calling the
PutIntent operation: Lex is unable to access the Lambda
function Lambda function ARN in the context of intent
intent ARN. Please check the resource-based policy on
the function.

GetIntent オペレーションからのレスポンスには、インテントの特定のリビジョンを識別する
checksum というフィールドが含まれています。PutIntent (p. 388) オペレーションを使用してインテン
トを更新するときに、このチェックサムの値を指定する必要があります。指定しないと、次のエラーメッ
セージが表示されます。
An error occurred (PreconditionFailedException) when calling
the PutIntent operation: Intent intent name already exists.
If you are trying to update intent name you must specify the
checksum.
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この演習では、演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72) の
Lambda 関数を使用します。この Lambda 関数を作成する手順については、「ステップ 3: Lambda 関数を
作成する (コンソール) (p. 84)」を参照してください。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更してください。

Lambda 関数をインテントに追加するには
1.

AWS CLI で InvokeFunction アクセス権限を OrderFlowers インテントに追加します。
aws lambda add-permission \
--region region \
--function-name OrderFlowersCodeHook \
--statement-id LexGettingStarted-OrderFlowersBot \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal lex.amazonaws.com \
--source-arn "arn:aws:lex:region:account ID:intent:OrderFlowers:*"

Lambda から次のレスポンスが送信されます。
{

}

2.

"Statement": "{\"Sid\":\"LexGettingStarted-OrderFlowersBot\",
\"Resource\":\"arn:aws:lambda:region:account ID:function:OrderFlowersCodeHook\",
\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"Service\":\"lex.amazonaws.com\"},
\"Action\":[\"lambda:InvokeFunction\"],
\"Condition\":{\"ArnLike\":
{\"AWS:SourceArn\":
\"arn:aws:lex:region:account ID:intent:OrderFlowers:*\"}}}"

Amazon Lex からインテントを取得します。Amazon Lex は OrderFlowers-V3.json と言う名前の
ファイルにこの出力を送信します。
aws lex-models get-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--intent-version "\$LATEST" > OrderFlowers-V3.json

3.

テキストエディターで、OrderFlowers-V3.json ファイルを開きます。
1. createdDate、lastUpdatedDate、version の各フィールドを見つけて削除します。
2. fulfillmentActivity フィールドを更新します。
"fulfillmentActivity": {
"type": "CodeHook",
"codeHook": {
"uri": "arn:aws:lambda:region:account ID:function:OrderFlowersCodeHook",
"messageVersion": "1.0"
}
}

3. ファイルを保存します。
4.

AWS CLI で、更新したインテントを Amazon Lex に送信します。
aws lex-models put-intent \
--region region \
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--name OrderFlowers \
--cli-input-json file://OrderFlowers-V3.json

インテントを更新したので、ボットを再構築します。

OrderFlowersBot ボットを再構築するには
1.

AWS CLI で、OrderFlowersBot ボットの定義を取得してファイルに保存します。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--version-or-alias "\$LATEST" > OrderFlowersBot-V3.json

2.

テキスト エディタで、 OrderFlowersBot-V3.json。 削除 createdDate、
lastUpdatedDate、 status、および version フィールド。

3.

テキストエディタで、ボットの定義に次の行を追加します。
"processBehavior": "BUILD",

4.

AWS CLI で、ボットの新しいリビジョンを構築します。
aws lex-models put-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--cli-input-json file://OrderFlowersBot-V3.json

サーバーからのレスポンスは次のとおりです。
{

"status": "READY",
"intents": [
{
"intentVersion": "$LATEST",
"intentName": "OrderFlowers"
}
],
"name": "OrderFlowersBot",
"locale": "en-US",
"checksum": "checksum",
"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "Sorry, I'm not able to assist at this time",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"version": "$LATEST",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"createdDate": timestamp,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "I didn't understand you, what would you like to do?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
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}

"voiceId": "Salli",
"childDirected": false,
"idleSessionTTLInSeconds": 600,
"description": "Bot to order flowers on the behalf of a user"

Next Step
Exercise 4: Publish a Version (AWS CLI) (p. 130)

Exercise 4: Publish a Version (AWS CLI)
次に演習 1 で作成したボットのバージョンを作成します。A version はボットのスナップショットです。一
度作成したバージョンは変更できません。ボットのバージョンで更新できるのは $LATEST バージョンの
みです。バージョンの詳細については、「バージョニングとエイリアス (p. 137)」を参照してください。
ボットのバージョンを発行する前に、そのバージョンで使用しているインテントを発行する必要がありま
す。同様に、これらのインテントで参照しているスロットタイプを発行する必要があります。通常、ボッ
トのバージョンを発行するには、以下の操作を行ないます。
1. CreateSlotTypeVersion (p. 280) オペレーションを使用してスロットタイプのバージョンを発行しま
す。
2. CreateIntentVersion (p. 274) オペレーションを使用してインテントのバージョンを発行します。
3. CreateBotVersion (p. 269) オペレーションを使用してボットのバージョンを発行します。
この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。
トピック
• Step 1: Publish the Slot Type (AWS CLI) (p. 130)
• Step 2: Publish the Intent (AWS CLI) (p. 131)
• Step 3: Publish the Bot (AWS CLI) (p. 133)

Step 1: Publish the Slot Type (AWS CLI)
スロットタイプを使用するインテントのバージョンを発行する前に、そのスロットタイプのバージョンを
発行する必要があります。この例では、FlowerTypes を発行します。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

スロットタイプを発行するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、スロットタイプの最新バージョンを取得します。
aws lex-models get-slot-type \
--region region \
--name FlowerTypes \
--slot-type-version "\$LATEST"

Amazon Lex からのレスポンスは次のとおりです。$LATEST バージョンの最新リビジョンのチェック
サムを書き留めます。
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{

}

2.

"enumerationValues": [
{
"value": "tulips"
},
{
"value": "lilies"
},
{
"value": "roses"
}
],
"name": "FlowerTypes",
"checksum": "checksum",
"version": "$LATEST",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"createdDate": timestamp,
"description": "Types of flowers to pick up"

スロットタイプのバージョンを発行します。前のステップで書き留めたチェックサムを使用します。
aws lex-models create-slot-type-version \
--region region \
--name FlowerTypes \
--checksum "checksum"

Amazon Lex からのレスポンスは次のとおりです。次のステップのためにバージョン番号を書き留め
ます。
{

}

"version": "1",
"enumerationValues": [
{
"value": "tulips"
},
{
"value": "lilies"
},
{
"value": "roses"
}
],
"name": "FlowerTypes",
"createdDate": timestamp,
"lastUpdatedDate": timestamp,
"description": "Types of flowers to pick up"

Next Step
Step 2: Publish the Intent (AWS CLI) (p. 131)

Step 2: Publish the Intent (AWS CLI)
インテントを発行する前に、そのインテントで参照しているすべてのスロットタイプを発行する必要があ
ります。スロットタイプは、$LATEST バージョンではなく、番号が付いたバージョンであることが必要で
す。
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まず、OrderFlowers インテントを更新し、前のステップで発行した FlowerTypes スロットタイプの
バージョンを使用します。次に、OrderFlowers インテントの新しいバージョンを発行します。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

インテントのバージョンを発行するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、OrderFlowers インテントの $LATEST バージョンを取得し、それをファイルに保存
します。
aws lex-models get-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--intent-version "\$LATEST" > OrderFlowers_V4.json

2.

テキストエディタで、OrderFlowers_V4.json ファイルを開きます。削除 createdDate、
lastUpdatedDate、および version フィールド。FlowerTypes スロットタイプを見
つけ、そのバージョンを前のステップで書き留めたバージョン番号に変更します。以下
は、OrderFlowers_V4.json ファイルの中で変更箇所を示す部分です。
{

},

3.

"slotType": "FlowerTypes",
"name": "FlowerType",
"slotConstraint": "Required",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": 2,
"messages": [
{
"content": "What type of flowers?",
"contentType": "PlainText"
}
]
},
"priority": 1,
"slotTypeVersion": "version",
"sampleUtterances": []

AWS CLI で、インテントのリビジョンを保存します。
aws lex-models put-intent \
--name OrderFlowers \
--cli-input-json file://OrderFlowers_V4.json

4.

インテントの最新リビジョンのチェックサムを取得します。
aws lex-models get-intent \
--region region \
--name OrderFlowers \
--intent-version "\$LATEST" > OrderFlowers_V4a.json

以下は、レスポンスの中でインテントのチェックサムを示す部分です。次のステップのために、これ
を書き留めます。
"name": "OrderFlowers",
"checksum": "checksum",
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"version": "$LATEST",

5.

インテントの新しいバージョンを発行します。
aws lex-models create-intent-version \
--region region \
--name OrderFlowers \
--checksum "checksum"

以下は、レスポンスの中でインテントの新しいバージョンを示す部分です。次のステップのために
バージョン番号を書き留めます。
"name": "OrderFlowers",
"checksum": "checksum",
"version": "version",

Next Step
Step 3: Publish the Bot (AWS CLI) (p. 133)

Step 3: Publish the Bot (AWS CLI)
ボットで使用しているすべてのスロットタイプとインテントを発行したら、次にボットを発行できます。
OrderFlowersBot ボットを更新し、前のステップで更新した OrderFlowers インテントを使用しま
す。次に、OrderFlowersBot ボットの新しいバージョンを発行します。

Note
次の AWS CLI の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、"\$LATEST" を $LATEST に変更し、各行末のバックスラッシュ (\) 連結文字をキャ
レット (^) に置き換えてください。

ボットのバージョンを発行するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、OrderFlowersBot ボットの $LATEST バージョンを取得し、それをファイルに保存し
ます。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--version-or-alias "\$LATEST" > OrderFlowersBot_V4.json

2.

テキストエディタで、OrderFlowersBot_V4.json ファイルを開きます。削除 createdDate、
lastUpdatedDate、 status および version フィールド。OrderFlowers インテント
を見つけ、そのバージョンを前のステップで書き留めたバージョン番号に変更します。以下
は、OrderFlowersBot_V4.json の中で変更箇所を示す部分です。
"intents": [
{
"intentVersion": "version",
"intentName": "OrderFlowers"
}

3.

AWS CLI で、ボットの新しいリビジョンを保存します。put-bot の呼び出しによって返されるバー
ジョン番号をメモしておきます。
aws lex-models put-bot \
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--name OrderFlowersBot \
--cli-input-json file://OrderFlowersBot_V4.json

4.

ボットの最新リビジョンのチェックサムを取得します。ステップ 3 で返されたバージョン番号を使用
します。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--version-or-alias version \
--name OrderFlowersBot > OrderFlowersBot_V4a.json

以下は、レスポンス内のボットのチェックサムを示す部分です。次のステップのために、これを書き
留めます。
"name": "OrderFlowersBot",
"locale": "en-US",
"checksum": "checksum",

5.

ボットの新しいバージョンを発行します。
aws lex-models create-bot-version \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--checksum "checksum"

以下は、レスポンス内でボットの新しいバージョンを示す部分です。
"checksum": "checksum",
"abortStatement": {
...
},
"version": "1",
"lastUpdatedDate": timestamp,

Next Step
Exercise 5: Create an Alias (AWS CLI) (p. 134)

Exercise 5: Create an Alias (AWS CLI)
エイリアスはボットの特定バージョンを参照するポインタです。エイリアスを使用すると、クライアント
アプリケーションで使用しているバージョンを簡単に更新できます。詳細については「バージョニング
とエイリアス (p. 137)」をご覧ください。この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行される
リージョンを確認しておく必要があります。リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas
(p. 262)」を参照してください。

エイリアスを作成するには (AWS CLI)
1.

AWS CLI で、Exercise 4: Publish a Version (AWS CLI) (p. 130) で作成した OrderFlowersBot
ボットのバージョンを取得します。
aws lex-models get-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot \
--version-or-alias version > OrderFlowersBot_V5.json

2.

テキストエディタで、 OrderFlowersBot_v5.json。 バージョン番号を検索して記録します。
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3.

AWS CLI で、ボットのエイリアスを作成します。
aws lex-models put-bot-alias \
--region region \
--name PROD \
--bot-name OrderFlowersBot \
--bot-version version

サーバーからのレスポンスは次のとおりです。
{

}}

"name": "PROD",
"createdDate": timestamp,
"checksum": "checksum",
"lastUpdatedDate": timestamp,
"botName": "OrderFlowersBot",
"botVersion": "1"

Next Step
Exercise 6: Clean Up (AWS CLI) (p. 135)

Exercise 6: Clean Up (AWS CLI)
作成したリソースを削除し、アカウントをクリーンアップします。
削除できるのは、使用中ではないリソースだけです。通常は、以下の順序でリソースを削除する必要があ
ります。
1. エイリアスを削除して、ボットのリソースを解放します。
2. ボットを削除して、インテントのリソースを解放します。
3. インテントを削除して、スロットタイプのリソースを解放します。
4. スロットタイプを削除します。
この演習のコマンドを実行するには、コマンドが実行されるリージョンを確認しておく必要があります。
リージョンのリストについては、「 Model Building Quotas (p. 262)」を参照してください。

アカウントをクリーンアップするには (AWS CLI)
1.

AWS CLI コマンドラインで、エイリアスを削除します。
aws lex-models delete-bot-alias \
--region region \
--name PROD \
--bot-name OrderFlowersBot

2.

AWS CLI コマンドラインで、ボットを削除します。
aws lex-models delete-bot \
--region region \
--name OrderFlowersBot

3.

AWS CLI コマンドラインで、インテントを削除します。
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aws lex-models delete-intent \
--region region \
--name OrderFlowers

4.

AWS CLI コマンドラインで、スロットタイプを削除します。
aws lex-models delete-slot-type \
--region region \
--name FlowerTypes

これで、作成したすべての リソースが削除され、アカウントがクリーンアップされました。
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バージョニングとエイリアス
Amazon Lex では、クライアントアプリケーションで使用する実装を制御できるように、ボット、イン
テント、スロットタイプのバージョンの発行をサポートしています。バージョンは、番号付きスナップ
ショットであり、これをワークフローの開発、ベータデプロイ、本番稼働など、作業の段階別に発行して
使用できます。
Amazon Lex ボットは、エイリアスもサポートしています。エイリアスはボットの特定バージョンを参照
するポインタです。エイリアスを使用すると、クライアントアプリケーションが使用しているバージョン
を簡単に更新できます。たとえば、エイリアスにボットのバージョン 1 を参照させます。ボットを更新
する準備ができたら、バージョン 2 を発行し、新しいバージョンを参照するようにエイリアスを変更しま
す。アプリケーションは、特定のバージョンではなくエイリアスを使用しているため、すべてのクライア
ントが更新なしで新しい機能を使用できるようになります。
トピック
• バージョニング (p. 137)
• エイリアス (p. 139)

バージョニング
Amazon Lex リソースのスナップショットをバージョンとして作成すると、その作成時点のリソースを使
用できます。作成したバージョンは、アプリケーションで作業を続けても変更されずに残ります。

$LATEST バージョン
Amazon Lex のボット、インテント、またはスロットタイプの作成時点では、バージョンは 1 つ
($LATEST バージョン) のみです。

$LATEST は、リソースの作業コピーです。更新できるバージョンは $LATEST のみです。最初のバージョ
ンを発行するまでは、$LATEST がリソースの唯一のバージョンです。
リソースの $LATEST バージョンでのみ、別のリソースの $LATEST バージョンを使用できます。たとえ
ば、ボットの $LATEST バージョンでは、インテントの $LATEST バージョンを使用できます。インテント
の $LATEST バージョンでは、スロットタイプの $LATEST バージョンを使用できます。
$LATEST バージョンのボットは、手動テストにのみ使用してください。Amazon Lex では、$LATEST
バージョンのボットに対するランタイムリクエストの数が制限されています。
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Amazon Lex リソースバージョンの発行
リソースを発行すると、Amazon Lex は $LATEST バージョンのコピーを作成し、これを番号付きバージョ
ンとして保存します。発行済みバージョンは変更できません。

Amazon Lex コンソールまたは CreateBotVersion (p. 269) オペレーションを使用してバージョンを作成
し発行します。例については、「演習 3: バージョンを発行してエイリアスを作成する (p. 110)」を参照し
てください。
リソースの $LATEST バージョンを変更したら、新しいバージョンを発行して、その変更がクライアント
アプリケーションで使用できるようにします。バージョンを発行するたびに、Amazon Lex が $LATEST
バージョンをコピーして新しいバージョンを作成し、バージョン番号を 1 つずつ増加させます。バージョ
ン番号が再利用されることはありません。たとえば、バージョン 10 のリソースを削除して再作成する
と、Amazon Lex が割り当てる次のバージョン番号はバージョン 11 になります。
ボットを発行する前に、ボットが使用しているインテントの番号付きバージョンをボットで参照する必要
があります。インテントの $LATEST バージョンを使用しているボットの新バージョンを発行しようとす
ると、Amazon Lex から HTTP 400 Bad Request 例外が返されます。インテントの番号付きバージョンを
発行する前に、インテントが使用しているスロットタイプの番号付きバージョンをインテントで参照する
必要があります。そうしないと、HTTP 400 Bad Request 例外が発生します。

Note
Amazon Lex は、最後に発行したバージョンが $LATEST バージョンと異なる場合にのみ新しい
バージョンを発行します。$LATEST バージョンを変更せずに発行しようとすると、Amazon Lex
は新しいバージョンを作成せず、発行もしません。

Amazon Lex リソースを更新する
Amazon Lex のボット、インテント、スロットタイプの $LATEST バージョンのみ更新でき
ます。発行済みバージョンは変更できません。新しいバージョンは、コンソールを使用する
か、CreateBotVersion (p. 269) オペレーション、CreateIntentVersion (p. 274) オペレーショ
ン、CreateSlotTypeVersion (p. 280) オペレーションのいずれかを使用してリソースを更新した後で、い
つでも発行できます。
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Amazon Lex のリソースまたはバージョンの削除
Amazon Lex では、コンソールを使用するか、API オペレーションのいずれかを使用して、リソースや
バージョンを削除できます。
• DeleteBot (p. 284)
• DeleteBotVersion (p. 290)
• DeleteBotAlias (p. 286)
• DeleteBotChannelAssociation (p. 288)
• DeleteIntent (p. 292)
• DeleteIntentVersion (p. 294)
• DeleteSlotType (p. 296)
• DeleteSlotTypeVersion (p. 298)

エイリアス
エイリアスとは Amazon Lex ボットの特定バージョンを参照するポインタです。エイリアスを使用する
と、クライアントアプリケーションはボットの特定のバージョンを追跡することなく、どのバージョンで
も使えるようになります。
次の例では、Amazon Lex ボットの 2 つのバージョン (バージョン 1 とバージョン 2) を示しています。こ
れらのボットのバージョンにはそれぞれ、BETA と PROD というエイリアスが関連付けられています。ク
ライアントアプリケーションは、PROD エイリアスを使用してボットにアクセスします。

ボットの 2 番目のバージョンを作成したら、コンソールまたは PutBot (p. 372) オペレーションを使用し
て、ボットの新しいバージョンを参照するようにエイリアスを更新できます。エイリアスを変更すると、
すべてのクライアントアプリケーションが新しいバージョンを使用します。新しいバージョンに問題があ
る場合は、そのバージョンを参照するエイリアスを変更するだけで、以前のバージョンにロールバックで
きます。
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Note
$LATEST バージョンのボットはコンソールでテストできますが、ボットとクライアントアプリ
ケーションを統合する場合は、最初にバージョンを発行してそのバージョンを参照するエイリ
アスを作成することをお勧めします。このセクションで説明した理由から、クライアントアプリ
ケーションではエイリアスを使用してください。エイリアスを更新すると、Amazon Lex ではす
べての現行セッションのセッションタイムアウトが期限切れになるまで待ってから、新しいバー
ジョンの使用を開始します。セッションタイムアウトの詳細については、「the section called
“セッションタイムアウトの設定” (p. 26)」を参照してください。
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Lambda 関数の使用
Amazon Lex のボットのコードフックとして使用する AWS Lambda 関数を作成できます。インテント設定
で初期化/検証、フルフィルメント、またはその両方を実行する Lambda 関数を特定できます。
ボットのコードフックとして Lambda 関数を使用することをお勧めします。Lambda 関数を使用しない
と、ボットはインテントを達成するための情報をクライアントアプリケーションに返します。
トピック
• Lambda 関数の入力イベントとレスポンスの形式 (p. 141)
• Amazon Lex および AWS Lambda の設計図 (p. 151)

Lambda 関数の入力イベントとレスポンスの形式
このセクションでは、Amazon Lex から Lambda 関数に提供するイベントデータの構造について説明しま
す。この情報は Lambda コードの入力の解析に使用します。また、Lambda 関数から Amazon Lex に返す
必要があるレスポンスの形式についても説明します。
トピック
• 入力イベントの形式 (p. 141)
• レスポンスの形式 (p. 146)

入力イベントの形式
以下に、Lambda 関数に渡される一般的な形式の Amazon Lex イベントを示します。この情報
は、Lambda 関数の作成時に使用します。

Note
入力形式は、messageVersion に対応する変更なしで変更される可能性があります。 新しい
フィールドが追加されても、コードでエラーがスローされないようにします。
{

"currentIntent": {
"name": "intent-name",
"nluIntentConfidenceScore": score,
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"slotDetails": {
"slot name": {
"resolutions" : [
{ "value": "resolved value" },
{ "value": "resolved value" }
],
"originalValue": "original text"
},
"slot name": {
"resolutions" : [
{ "value": "resolved value" },
{ "value": "resolved value" }
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],
"originalValue": "original text"

}
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if configured)"

},
"alternativeIntents": [
{
"name": "intent-name",
"nluIntentConfidenceScore": score,
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"slotDetails": {
"slot name": {
"resolutions" : [
{ "value": "resolved value" },
{ "value": "resolved value" }
],
"originalValue": "original text"
},
"slot name": {
"resolutions" : [
{ "value": "resolved value" },
{ "value": "resolved value" }
],
"originalValue": "original text"
}
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if
configured)"
}
],
"bot": {
"name": "bot name",
"alias": "bot alias",
"version": "bot version"
},
"userId": "User ID specified in the POST request to Amazon Lex.",
"inputTranscript": "Text used to process the request",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook or DialogCodeHook",
"outputDialogMode": "Text or Voice, based on ContentType request header in runtime API
request",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {
"key": "value",
"key": "value"
},
"requestAttributes": {
"key": "value",
"key": "value"
},
"recentIntentSummaryView": [
{
"intentName": "Name",
"checkpointLabel": Label,
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if
configured)",
"dialogActionType": "ElicitIntent, ElicitSlot, ConfirmIntent, Delegate, or Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled or Failed",
"slotToElicit": "Next slot to elicit"
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}

}
],
"sentimentResponse": {
"sentimentLabel": "sentiment",
"sentimentScore": "score"
},
"kendraResponse": {
Complete query response from Amazon Kendra
},
"activeContexts": [
{
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": seconds,
"turnsToLive": turns
},
"name": "name",
"parameters": {
"key name": "value"
}
}
]

イベントフィールドに関して、次の追加情報に注意してください。
• [ currentIntent ] – インテントの name、slots、slotDetails、confirmationStatus の各フィール
ドを提供します。

nluIntentConfidenceScore は、現在のインテントがユーザーの現在のインテントに最も一致する
ものであることを Amazon Lex が持っている信頼度です。

slots は、スロット名のマップであり、インテントで Amazon Lex がユーザーとの会話で認識したス
ロット値に設定されます。スロット値は、ユーザーが値を指定するまで null のままです。

入力イベントのスロット値は、スロットに設定済みの値のいずれとも一致しない場合があります。
たとえば、「どの色の車が好きですか?」というプロンプトに対して、ユーザーが「ピザ」と答える
と、Amazon Lex は「ピザ」をスロット値として返します。関数では、値を検証し、値がコンテキスト
で意味をなすことを確認する必要があります。

slotDetails は、スロット値に関する追加の情報を提供します。resolutions 配列は、スロットで
認識される追加の値のリストです。各スロットは、最大 5 個の値を持つことができます。

originalValue フィールドには、スロットのユーザーが入力した値が入ります。スロット値として最
初の解決の値を返すようにスロットタイプを設定すると、originalValue は slots フィールドの値
と異なる場合があります。

confirmationStatus は、確認のプロンプトが発生した場合、それに応じてユーザーレスポンスを提
供します。たとえば、Amazon Lex が「ラージサイズのサイズのチーズピザを注文しますか?」と質問
した場合、ユーザーレスポンスに応じて、このフィールドの値は Confirmed または Denied となりま
す。 それ以外の場合、このフィールドの値は None になります。
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ユーザーがインテントを確認した場合、Amazon Lex はこのフィールドを Confirmed に設定します。
ユーザーがインテントを拒否した場合、Amazon Lex はこの値を Denied に設定します。

確認のレスポンスで、ユーザーの発話によりスロットの更新が提供される場合があります。たとえば、
ユーザーが「はい、サイズを M に変更します。」と言ったとします。この場合、それ以降の Lambda イ
ベントには更新されたスロット値があり、PizzaSize は medium に設定されます。ユーザーが一部の
スロットデータを変更したために Lambda 関数によるユーザーデータの検証を実行することが必要とな
るため、Amazon Lex は confirmationStatus を None に設定します。

• alternativeIntents 信頼スコアを有効にすると、– は、最大 4 つの代替インテントを返します。Amazon
Lex各インテントには、ユーザーの発話に基づいたインテントが正しいインテントであることを Amazon
Lex が持っている信頼度を示すスコアが含まれています。

代替インテントの内容は、currentIntent フィールドの内容と同じです。詳細については、「Using
Confidence Scores (p. 28)」を参照してください。

• bot – リクエストを処理したボットに関する情報です。
• name – リクエストを処理したボットの名前。
• alias – リクエストを処理したボットのバージョンのエイリアス。
• version – リクエストを処理したボットのバージョン。

• userId この値はクライアントアプリケーションによって提供されます。 はこれを – 関数に渡しま
す。Amazon LexLambda

• inputTranscript リクエストの処理に使用されるテキストです。–
入力がテキストであった場合、inputTranscript フィールドにはユーザーが入力したテキストが入り
ます。

入力がオーディオストリームであった場合、inputTranscript フィールドにはオーディオストリーム
から抽出されたテキストが入ります。これは、インテントとスロット値を認識するために実際に処理さ
れるテキストです。

• invocationSource が – 関数を呼び出す理由を示すため、以下のいずれかの値に設定されます。Amazon
LexLambda
• DialogCodeHook – Amazon Lex は、この値を設定することで、Lambda 関数に対して関数の初期化
とユーザーが入力したデータの検証を指示します。

初期化および検証のコードフックとして Lambda 関数を呼び出すようにインテントを設定する
と、Amazon Lex がインテントを理解した後で、Amazon Lex はユーザー入力 (発話) ごとに指定され
た Lambda 関数を呼び出します。
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Note
インテントが明確でない場合、Amazon Lex は Lambda 関数を呼び出すことができません。
• FulfillmentCodeHook – Amazon Lex はこの値を設定することで、Lambda 関数にインテントを達
成するよう指示します。

フルフィルメントコードフックとして Lambda 関数を呼び出すようインテントが設定されてい
る場合、Amazon Lex は、インテントを達成するためにすべてのスロットデータが揃った後での
み、invocationSource をこの値に設定します。

インテントの設定では、2 つの異なる Lambda 関数を使用してユーザーデータを初期化および検証
し、インテントを達成できます。1 つの Lambda 関数を使用して両方を行うこともできます。その場
合、Lambda 関数は、invocationSource 値を使用して正しいコードパスをたどることができます。
• outputDialogMode 各ユーザー入力で、クライアントはランタイム API オペレーションの 1 つ、– また
は Amazon Lex を使用してリクエストを PostContent (p. 425) に送信します。PostText (p. 434) はリ
クエストパラメータを使用してクライアントへのレスポンスがテキストまたは音声であるかを判断し、
それに応じてこのフィールドを設定します。Amazon Lex

Lambda 関数は、この情報を使用して適切なメッセージを生成できます。たとえば、クライアントが音
声応答を予期している場合、Lambda 関数はテキストの代わりに音声合成マークアップ言語 (SSML) を
返すことができます。
• messageVersion 関数に渡されるイベントデータの形式と – 関数から返す必要があるレスポンスの形式
を識別するメッセージのバージョン。LambdaLambda

Note
インテントを定義するときに、この値を設定します。現在の実装では、メッセージバージョン
1.0 のみがサポートされています。そのため、コンソールではデフォルト値の 1.0 が想定され、
メッセージのバージョンは表示されません。
• sessionAttributes クライアントがリクエストで送信するアプリケーション固有のセッション属性。–
Amazon Lex でこれらの属性をクライアントへのレスポンスに含める場合、Lambda 関数はこれらの
属性をレスポンスで Amazon Lex に返す必要があります。詳細については、「セッション属性の設
定 (p. 23)」を参照してください。
• requestAttributes クライアントがリクエストで送信するリクエスト固有の属性。–セッション全体を通し
ては保持する必要がない情報は、リクエスト属性を使用して渡します。リクエスト属性がない場合、値
は null になります。詳細については、「リクエスト属性の設定 (p. 24)」を参照してください。
• recentIntentSummaryView インテントの状態に関する情報。–最後に使用された 3 つのインテントに関
する情報を表示できます。この情報を使用して、インテントの値を設定したり、前のインテントに戻っ
たりできます。詳細については、「Amazon Lex API を使用したセッションの管理 (p. 40)」を参照して
ください。
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• [sentimentResponse] 最後の発話の – 感情分析の結果。Amazon Comprehendこの情報を使用すると、
ユーザーが表現した感情に応じたボットの会話フローを管理できます。詳細については、「感情分
析 (p. 63)」を参照してください。

• kendraResponse インデックスへのクエリの結果。–Amazon Kendraフルフィルメントコードフックへ
の入力にのみ含まれ、インテントが AMAZON.KendraSearchIntent 組み込みインテントを継承する場
合にのみ使用されます。このフィールドには、Amazon Kendra 検索からのレスポンス全体が含まれてい
ます。詳細については、「AMAZON.KendraSearchIntent (p. 46)」を参照してください。

• [ activeContexts ] – ユーザーとの会話のこのターン中にアクティブになる 1 つ以上のコンテキスト。
• [timeToLive] コンテキストがアクティブになっている、ユーザーとの会話における時間単位または
ターン数。–
• 名 コンテキストの名前。–
• パラメーター キー/値のペアのリスト。 には、コンテキストをアクティブ化したインテントからのス
ロットの名前と値が含まれています。
詳細については、「インテントコンテキストの設定 (p. 20)」を参照してください。

レスポンスの形式
Amazon Lex は次の形式で Lambda 関数からのレスポンスを予期します。
{

"sessionAttributes": {
"key1": "value1",
"key2": "value2"
...
},
"recentIntentSummaryView": [
{
"intentName": "Name",
"checkpointLabel": "Label",
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if
configured)",
"dialogActionType": "ElicitIntent, ElicitSlot, ConfirmIntent, Delegate, or Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled or Failed",
"slotToElicit": "Next slot to elicit"
}
],
"activeContexts": [
{
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": seconds,
"turnsToLive": turns
},
"name": "name",
"parameters": {
"key name": "value"
}
}
],
"dialogAction": {
"type": "ElicitIntent, ElicitSlot, ConfirmIntent, Delegate, or Close",
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}

}

Full structure based on the type field. See below for details.

レスポンスは 4 つのフィールドで構成されます。、sessionAttributes、および
recentIntentSummaryView フィールドはオプションであり、activeContexts フィールドは必須で
す。dialogActiondialogAction フィールドの内容は、type の値によって異なります。詳細について
は、「dialogAction (p. 148)」を参照してください。

sessionAttributes
省略可能。sessionAttributes フィールドを含める場合、このフィールドは空にすることができま
す。Lambda 関数でセッション属性が返らない場合は、API または Lambda 関数で渡された最後の既知
の sessionAttributes は維持されます。詳細については、PostContent (p. 425) オペレーションと
PostText (p. 434) オペレーションを参照してください。
"sessionAttributes": {
"key1": "value1",
"key2": "value2"
}

recentIntentSummaryView
省略可能。含まれている場合、1 つ以上の最近のインテントの値を設定します。最大 3 つのインテントの
情報を含めることができます。たとえば、現在のインテントによって収集された情報に基づいて、以前の
インテントの値を設定できます。概略の情報は、インテントに対して有効である必要があります。たとえ
ば、インテント名はボットのインテントでなければなりません。概略ビューにスロット値を含める場合、
スロットはインテント内に存在する必要があります。レスポンスに recentIntentSummaryView を含め
ない場合、最近のインテントのすべての値は変更されません。詳細については、PutSession (p. 442) オ
ペレーションまたは IntentSummary (p. 503) データ型を参照してください。
"recentIntentSummaryView": [
{
"intentName": "Name",
"checkpointLabel": "Label",
"slots": {
"slot name": "value",
"slot name": "value"
},
"confirmationStatus": "None, Confirmed, or Denied (intent confirmation, if
configured)",
"dialogActionType": "ElicitIntent, ElicitSlot, ConfirmIntent, Delegate, or Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled or Failed",
"slotToElicit": "Next slot to elicit"
}
]

activeContexts
省略可能。含まれている場合、1 つ以上のコンテキストの値を設定します。たとえば、会話の次のターン
で認識の対象になる入力としてコンテキストを持つ 1 つ以上のインテントを作成するコンテキストを含め
ることができます。
レスポンスに含まれないアクティブなコンテキストでは、有効期限の値は減り、次のリクエストでアク
ティブな場合があります。
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入力イベントに含められたコンテキストに対して 0 有効期限を指定した場合、次のリクエストで非アク
ティブになります。
詳細については、「インテントコンテキストの設定 (p. 20)」を参照してください。

dialogAction
必須。dialogAction フィールドは、次の一連のアクションを Amazon Lex に指示し、Amazon Lex から
クライアントにレスポンスが返された後でユーザーから予期されることを示します。
type フィールドは、次の一連のアクションを示します。このフィールドにより、dialogAction 値の一
部として Lambda 関数が提供すべき他のフィールドも決まります。
• Close — ユーザーからのレスポンスを予期しないように Amazon Lex に伝えます。たとえば、「ピザ
のご注文を受け付けました」はレスポンスが不要です。

fulfillmentState フィールドは必須です。Amazon Lex は、この値を使用してクライアントア
プリケーションに対する PostContent (p. 425) レスポンスまたは PostText (p. 434) レスポンスの
dialogState フィールドを設定します。message および responseCard フィールドはオプション
です。メッセージを指定しない場合、Amazon Lex はインテント用に設定された終了メッセージまたは
フォローアップメッセージを使用します。
"dialogAction": {
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled or Failed",
"message": {
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "Message to convey to the user. For example, Thanks, your pizza has been
ordered."
},
"responseCard": {
"version": integer-value,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
"title":"card-title",
"subTitle":"card-sub-title",
"imageUrl":"URL of the image to be shown",
"attachmentLinkUrl":"URL of the attachment to be associated with the card",
"buttons":[
{
"text":"button-text",
"value":"Value sent to server on button click"
}
]
}
]
}
}

• ConfirmIntent — ユーザーが現在のインテントを確認または拒否するために、「はい」または「いい
え」と答えることが予期されていることを Amazon Lex に知らせます。

intentName フィールドと slots フィールドを含める必要があります。slots フィールドには、指
定されたインテントに入力された各スロットのエントリを含める必要があります。入力されていない
スロットの slots フィールドにエントリを含める必要はありません。目的の confirmationPrompt
フィールドが null の場合は、message フィールドを含める必要があります。Lambda 関数で返る
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message フィールドの内容は、インテントで指定される confirmationPrompt よりも優先されま
す。responseCard フィールドはオプションです。
"dialogAction": {
"type": "ConfirmIntent",
"message": {
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "Message to convey to the user. For example, Are you sure you want a
large pizza?"
},
"intentName": "intent-name",
"slots": {
"slot-name": "value",
"slot-name": "value",
"slot-name": "value"
},
"responseCard": {
"version": integer-value,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
"title":"card-title",
"subTitle":"card-sub-title",
"imageUrl":"URL of the image to be shown",
"attachmentLinkUrl":"URL of the attachment to be associated with the card",
"buttons":[
{
"text":"button-text",
"value":"Value sent to server on button click"
}
]
}
]
}
}

• Delegate — ボットの設定に基づいて次の一連のアクションを選択するよう Amazon Lex に指示し
ます。レスポンスにセッション属性が含まれていない場合は、Amazon Lex で既存の属性が保持され
ます。スロット値を null にする場合は、スロットフィールドをリクエストに含める必要はありませ
ん。フルフィルメント関数がスロットを削除せずに Delegate ダイアログアクションを返した場合
は、DependencyFailedException 例外が発生します。
kendraQueryRequestPayload および kendraQueryFilterString フィールドはオプションであ
り、インテントが AMAZON.KendraSearchIntent 組み込みインテントを継承する場合にのみ使用され
ます。詳細については、「AMAZON.KendraSearchIntent (p. 46)」を参照してください。
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"slot-name": "value",
"slot-name": "value",
"slot-name": "value"
},
"kendraQueryRequestPayload": "Amazon Kendra query",
"kendraQueryFilterString": "Amazon Kendra attribute filters"
}

• ElicitIntent — ユーザーはインテントを含む発話で応答することが予期されていることを Amazon
Lex に知らせます。たとえば、OrderPizzaIntent を示す「ラージピザをください」。 一方、「ラー
ジ」だけの発話は、Amazon Lex がユーザーのインテントを推論するには不十分です。
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message および responseCard フィールドはオプションです。メッセージを指定しない場
合、Amazon Lex はボットの明確化プロンプトのいずれかを使用します。明確化プロンプトが定義され
ていない場合、Amazon Lex は 400 Bad Request 例外を返します。
{

"dialogAction": {
"type": "ElicitIntent",
"message": {
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "Message to convey to the user. For example, What can I help you with?"
},
"responseCard": {
"version": integer-value,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
"title":"card-title",
"subTitle":"card-sub-title",
"imageUrl":"URL of the image to be shown",
"attachmentLinkUrl":"URL of the attachment to be associated with the card",
"buttons":[
{
"text":"button-text",
"value":"Value sent to server on button click"
}
]
}
]
}
}

• ElicitSlot — ユーザーがレスポンスでスロット値を提供することが予期されていることを Amazon
Lex に知らせます。

、intentName、および slotToElicit フィールドは必須です。slotsmessage および
responseCard フィールドはオプションです。メッセージを指定しない場合、Amazon Lex はスロット
に設定されているスロットを引き出すプロンプトのいずれかを使用します。
"dialogAction": {
"type": "ElicitSlot",
"message": {
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "Message to convey to the user. For example, What size pizza would you
like?"
},
"intentName": "intent-name",
"slots": {
"slot-name": "value",
"slot-name": "value",
"slot-name": "value"
},
"slotToElicit" : "slot-name",
"responseCard": {
"version": integer-value,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic",
"genericAttachments": [
{
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}

}

]

}

"title":"card-title",
"subTitle":"card-sub-title",
"imageUrl":"URL of the image to be shown",
"attachmentLinkUrl":"URL of the attachment to be associated with the card",
"buttons":[
{
"text":"button-text",
"value":"Value sent to server on button click"
}
]

Amazon Lex および AWS Lambda の設計図
Amazon Lex コンソールには、コンソールでボットをすばやく作成してテストできるように、設定済み
のサンプルボット (ボットの設計図と呼ばれます) が用意されています。これらのボットの設計図ごと
に、Lambda 関数の設計図も用意されています。これらの設計図には、対応するボットで使用できるサン
プルコードが含まれています。これらの設計図を使用すると、Lambda 関数でコードフックとして設定さ
れたボットをすばやく作成し、コードを記述することなくエンドツーエンドのセットアップをテストでき
ます。
次の Amazon Lex ボットの設計図とそれに対応する AWS Lambda 関数の設計図を、ボットのコードフッ
クとして使用できます。
• Amazon Lex 設計図 — OrderFlowers
• AWS Lambda 設計図 — lex-order-flowers-python
• Amazon Lex 設計図 — ScheduleAppointment
• AWS Lambda 設計図 — lex-make-appointment-python
• Amazon Lex 設計図 — BookTrip
• AWS Lambda 設計図 — lex-book-trip-python
設計図を使用してボットを作成し、Lambda 関数をコードフックとして使用するようボットを設定する方
法については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照し
てください。その他の設計図の使用例については、「その他の例: 作成中 Amazon Lex ボット (p. 175)」
を参照してください。

特定のロケールの設計図の更新
英語 (米国) (en-US) 以外のロケールで設計図を使用している場合は、インテントの名前を更新してロケー
ルを含める必要があります。たとえば、[OrderFlowers] 設計図を使用している場合は、以下を実行する
必要があります。
• 関数コードの末尾近くで dispatch 関数を見つけます。Lambda
• 関数で、使用しているロケールを含めるようにインテントの名前を更新します。dispatchたとえば、
英語 (オーストラリア) (en-AU) のロケールを使用している場合は、行を変更します。
if intent_name == 'OrderFlowers':
to
if intent_name == 'OrderFlowers_enAU':
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他の設計図は他のインテント名を使用しているため、使用する前に上記のように更新する必要がありま
す。
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Deploying Amazon Lex Bots
このセクションでは、各種メッセージングプラットフォームおよびモバイルアプリケーションにおける
Amazon Lex ボットのデプロイの例を示します。
トピック
• Deploying an Amazon Lex Bot on a Messaging Platform (p. 153)
• Deploying an Amazon Lex Bot in Mobile Applications (p. 167)

Deploying an Amazon Lex Bot on a Messaging
Platform
このセクションでは、Facebook、Slack、および Twilio の各メッセージングプラットフォームで Amazon
Lex ボットをデプロイする方法について説明します。

Note
Facebook、Slack、Twilio の各設定を保存する際に、Amazon Lex は AWS Key Management
Service カスタマーマスターキー (CMK) を使用して情報を暗号化します。これらのメッセージ
ングプラットフォームのいずれかに対するチャネルを初めて作成するときに、Amazon Lex はデ
フォルトの CMK (aws/lex) を作成します。代わりに、AWS KMS で独自の CMK を作成するこ
ともできます。これにより、キーの作成、更新、無効化ができるなど、より高い柔軟性が得られ
ます。アクセスコントロールを定義し、データの保護に使用される暗号化キーを監査することも
できます。詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」を参照してくださ
い。
メッセージングプラットフォームから Amazon Lex に送信されるリクエストには、プラットフォーム固有
の情報が Lambda 関数へのリクエスト属性として含まれています。これらの属性を使用してボットの動作
をカスタマイズします。詳細については、「リクエスト属性の設定 (p. 24)」を参照してください。
すべての属性は、名前空間 x-amz-lex: をプレフィックスとして使用します。たとえば、 user-id 属
性が呼び出されます x-amz-lex:user-id。 特定のプラットフォームに固有の属性に加えて、すべての
メッセージングプラットフォームで送信される共通の属性があります。以下の表は、メッセージングプ
ラットフォームからボットの Lambda 関数に送信されるリクエスト属性の一覧です。

一般的なリクエスト属性
属性

説明:

channel-id

Amazon Lex のチャネルエンドポイント識別子。

channel-name

Amazon Lex のチャネル名。

channel-type

次のいずれかの値になります。
• Facebook
• Kik
• Slack
• Twilio-SMS

webhook-endpoint-url

チャネルの Amazon Lex エンドポイント。
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Facebook のリクエスト属性
属性

説明:

user-id

送信者の Facebook 識別子。参照: https://developers.facebook.com/docs/
messenger-platform/webhook-reference/message-received

facebook-page-id

受取人の Facebook ページ識別子。参照: https://
developers.facebook.com/docs/messenger-platform/webhook-reference/
message-received

Kik のリクエスト属性
属性

説明:

kik-chat-id

bot が関与する会話の識別子。詳細については、https://dev.kik.com/#/
docs/messaging#message-formats を参照してください。

kik-chat-type

メッセージが発信された会話のタイプ。詳細については、https://
dev.kik.com/#/docs/messaging#message-formats を参照してください。

kik-message-id

メッセージを識別する UUID。詳細については、https://dev.kik.com/#/
docs/messaging#message-formats を参照してください。

kik-message-type

メッセージのタイプ。詳細については、https://dev.kik.com/#/docs/
messaging#message-types を参照してください。

Twilio のリクエスト属性
属性

説明:

user-id

送信者の電話番号 ("From")。参照: https://www.twilio.com/docs/api/rest/
message

twilio-target-phonenumber

受取人の電話番号 ("To")。参照: https://www.twilio.com/docs/api/rest/
message

Slack のリクエスト属性
属性

説明:

user-id

Slack ユーザー識別子。参照: https://api.slack.com/types/user

slack-team-id

メッセージを送信したチームの識別子。参照: https://api.slack.com/
methods/team.info

slack-bot-token

Slack API へのアクセス権限をボットに付与する開発者トークン。参照:
https://api.slack.com/docs/token-types

Integrating an Amazon Lex Bot with Facebook
Messenger
この演習では、Facebook Messenger と Amazon Lex ボットを統合する方法を示します。以下のステップ
を実行します。
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1. Amazon Lex ボットを作成します。
2. Facebook アプリケーションを作成する
3. Facebook Messenger と Amazon Lex ボットを統合する
4. 統合を検証する
トピック
• Step 1: Create an Amazon Lex Bot (p. 155)
• Step 2: Create a Facebook Application (p. 155)
• Step 3: Integrate Facebook Messenger with the Amazon Lex Bot (p. 155)
• Step 4: Test the Integration (p. 156)

Step 1: Create an Amazon Lex Bot
Amazon Lex ボットがまだない場合には、作成してデプロイします。このトピックでは、「開始方法」の
演習 1 で作成したボットを使用することを想定しています。ただし、このガイドで提供されている他の
ボット例を使用してもかまいません。「ご利用開始にあたって」の演習 1 については、「演習 1: 設計図を
使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。
1.

Amazon Lex ボットを作成します。手順については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボット
を作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。

2.

ボットをデプロイしてエイリアスを作成します。手順については、「演習 3: バージョンを発行してエ
イリアスを作成する (p. 110)」を参照してください。

Step 2: Create a Facebook Application
Facebook 開発者ポータルで、Facebook アプリケーションと Facebook ページを作成します。手順につい
ては、Facebook Messenger プラットフォームのドキュメントで「クイックスタート」を参照してくださ
い。以下の内容を書き留めます。
• The App Secret for the Facebook App
• The Page Access Token for the Facebook page

Step 3: Integrate Facebook Messenger with the Amazon Lex Bot
このセクションでは、Facebook Messenger と Amazon Lex ボットを統合します。
このステップを完了すると、コンソールからコールバック URL が提供されます。この URL を書き留めま
す。
To integrate Facebook Messenger with your bot
1.

a.
b.
c.
d.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある
Amazon Lex コンソールを開きます。
Amazon Lex ボットを選択します。
[Channels] を選択します。
[Chatbots] の [Facebook] を選択します。コンソールに Facebook 統合ページが表示されます。

e.

Facebook 統合ページで、次の操作を行います。
• Type the following name: BotFacebookAssociation.
• For KMS key, choose aws/lex .
• For Alias, choose the bot alias.
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• For Verify token, type a token. This can be any string you choose (for example,
ExampleToken). You use this token later in the Facebook developer portal when you set up the
webhook.
• For Page access token, type the token that you obtained from Facebook in Step 2.
• For App secret key, type the key that you obtained from Facebook in Step 2.

f.

[Activate] を選択します。
コンソールによってボットチャネル関連付けが作成され、コールバック URL が返されます。この
URL を書き留めます。

2.

Facebook 開発者ポータルで、アプリを選択します。

3.

[Messenger] 製品を選択し、ページの [Webhooks] セクションで [Setup webhooks] を選択します。
手順については、Facebook Messenger プラットフォームのドキュメントで「クイックスタート」を
参照してください。

4.

サブスクリプションウィザードの [webhook] ページで、次の操作を行います。
• For Callback URL, type the callback URL provided in the Amazon Lex console earlier in the
procedure.
• For Verify Token, type the same token that you used in Amazon Lex.
• Choose Subscription Fields (messages, messaging_postbacks, and messaging_optins).
• Choose Verify and Save. This initiates a handshake between Facebook and Amazon Lex.

5.

Webhooks 統合を有効にします。作成したページを選択し、[subscribe] を選択します。

Note
Webhook を更新または再作成する場合は、サブスクリプション解除してから再度サブスクラ
イブする必要があります。

Step 4: Test the Integration
これで Facebook Messenger から Amazon Lex ボットとの会話を開始できます。
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1.

Facebook ページを開き、[Message] を選択します。

2.

[Messenger] ウィンドウで、「ステップ 1: Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 73)」に記
載されているのと同じテスト発話を使用します。

Integrating an Amazon Lex Bot with Kik
この演習では、Amazon Lex ボットと Kik メッセージングアプリケーションを統合する手順を示します。
以下のステップを実行します。
1. Amazon Lex ボットを作成します。
2. Kik アプリとウェブサイトを使用する Kik ボットを作成します。
3. Amazon Lex コンソールを使用して Amazon Lex ボットと Kik ボットを統合します。
4. Kik を使用して Amazon Lex ボットとの会話を試して、Amazon Lex ボットと Kik との関連付けをテス
トします。
トピック
• Step 1: Create an Amazon Lex Bot (p. 157)
• Step 2: Create a Kik Bot (p. 157)
• Step 3: Integrate the Kik Bot with the Amazon Lex Bot (p. 158)
• Step 4: Test the Integration (p. 159)

Step 1: Create an Amazon Lex Bot
Amazon Lex ボットがまだない場合には、作成してデプロイします。このトピックでは、「開始方法」の
演習 1 で作成したボットを使用することを想定しています。ただし、このガイドで提供されている他の
ボット例を使用してもかまいません。「ご利用開始にあたって」の演習 1 については、「演習 1: 設計図を
使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。
1.

Amazon Lex ボットを作成します。手順については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボット
を作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。

2.

ボットをデプロイしてエイリアスを作成します。手順については、「演習 3: バージョンを発行してエ
イリアスを作成する (p. 110)」を参照してください。

次のステップ
Step 2: Create a Kik Bot (p. 157)

Step 2: Create a Kik Bot
このステップでは、Kik ユーザーインターフェイスを使用して Kik ボットを作成します。ボットの作成中に
生成された情報を使用して、Amazon Lex ボットに接続します。
1.

Kik アプリをダウンロードしてインストールし、Kik アカウントにサインアップします (アカウントが
ない場合)。アカウントがある場合は、ログインします。

2.

Kik ウェブサイト (https://dev.kik.com/) を開きます。ブラウザウィンドウは開いたままにします。

3.

Kik アプリで、歯車アイコンを選択して設定を開き、[Your Kik Code] を選択します。

4.

Kik ウェブサイトで Kik コードをスキャンし、Botsworth チャットボットを開きます。[Yes] を選択し
してボットダッシュボードを開きます。

5.

Kik アプリで、[Create a Bot] を選択します。表示されるプロンプトに従って、Kik ボットを作成しま
す。
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6.

ボットを作成したら、ブラウザで [Configuration] を選択します。新しいボットが選択されていること
を確認します

7.

ボット名と API キーを書き留めます。次のセクションで必要になります。

次のステップ
Step 3: Integrate the Kik Bot with the Amazon Lex Bot (p. 158)

Step 3: Integrate the Kik Bot with the Amazon Lex Bot
Amazon Lex ボットと Kik ボットの作成が完了すると、両者のチャネル関連付けを Amazon Lex で作成で
きます。関連付けを有効化すると、Amazon Lex によって Kik のコールバック URL が自動的に設定されま
す。
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Lex コンソールを https://
console.aws.amazon.com/lex/ で開きます。

2.

ステップ 1 で作成した Amazon Lex ボットを選択します。

3.

[Channels] タブを選択します。

4.

[Channels] セクションで、[Kik] を選択します。

5.

Kik ページで、以下を指定します。
• Type a name. For example, BotKikIntegration.
• Type a description.
• Choose "aws/lex" from the KMS key drop-down.
• For Alias, choose an alias from the drop-down.
• For Kik bot user name, type the name that you gave the bot on Kik.
• For Kik API key, type the API key that was assigned to the bot on Kik.
• For User greeting, type the greeting that you would like your bot to send the first time that a user
chats with it.
• For Error message, enter an error message that is shown to the user when part of the conversation
is not understood.
• For Group chat behavior, choose one of the options:
• Enable – Enables the entire chat group to interact with your bot in a single conversation.
• Disable – Restricts the conversation to one user in the chat group.
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• Choose Activate to create the association and link it to the Kik bot.
次のステップ
Step 4: Test the Integration (p. 159)

Step 4: Test the Integration
Amazon Lex ボットと Kik との関連付けを作成したので、次に Kik アプリを使用して関連付けをテストで
きます。
1.

Kik アプリを起動してログインします。作成したボットを選択します。

2.

次の方法でボットをテストできます。
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各フレーズを入力すると、Amazon Lex ボットは Kik を通じて応答し、各スロットの作成済みのプロ
ンプトを表示します。

Integrating an Amazon Lex Bot with Slack
この演習では、Amazon Lex ボットと Slack メッセージングアプリケーションを統合する手順を示しま
す。以下のステップを実行します。
1. Amazon Lex ボットを作成します。
2. Slack メッセージングアプリケーションの作成
3. Slack アプリケーションとボット Amazon Lex を統合します。
4. Amazon Lex ボットと会話して、統合をテストします。Slack アプリケーションを使用してメッセージ
を送信し、ブラウザウィンドウでテストします。
トピック
• Step 1: Create an Amazon Lex Bot (p. 161)
• Step 2: Sign Up for Slack and Create a Slack Team (p. 161)
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• Step 3: Create a Slack Application (p. 161)
• Step 4: Integrate the Slack Application with the Amazon Lex Bot (p. 162)
• Step 5: Complete Slack Integration (p. 163)
• Step 6: Test the Integration (p. 164)

Step 1: Create an Amazon Lex Bot
Amazon Lex ボットがまだない場合には、作成してデプロイします。このトピックでは、「開始方法」の
演習 1 で作成したボットを使用することを想定しています。ただし、このガイドで提供されている他の
ボット例を使用してもかまいません。「ご利用開始にあたって」の演習 1 については、「演習 1: 設計図を
使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。
1.

Amazon Lex ボットを作成します。手順については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボット
を作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。

2.

ボットをデプロイしてエイリアスを作成します。手順については、「演習 3: バージョンを発行してエ
イリアスを作成する (p. 110)」を参照してください。

次のステップ
Step 2: Sign Up for Slack and Create a Slack Team (p. 161)

Step 2: Sign Up for Slack and Create a Slack Team
Slack アカウントにサインアップして Slack チームを作成します。手順については、「Slack の使用」を参
照してください。次のセクションでは、Slack アプリケーションを作成します。このアプリケーションに
は、すべての Slack チームがインストールできます。
次のステップ
Step 3: Create a Slack Application (p. 161)

Step 3: Create a Slack Application
このセクションでは、以下の作業を行います。
1. Slack API コンソールで Slack アプリケーションを作成します。
2. ボットにインタラクティブメッセージングを追加するようアプリケーションを設定します。
このセクションの最後で、アプリケーションの認証情報 (クライアント ID、クライアントシークレット、
および検証トークン) が提供されます。次のセクションでは、この情報を使用して Amazon Lex コンソー
ルでボットチャネル関連付けを設定します。
1.

Slack API コンソール (http://api.slack.com) にサインインします。

2.

アプリケーションの作成
アプリケーションの作成が正常に完了すると、Slack にアプリケーションの [Basic Information] ページ
が表示されます。

3.

アプリケーションの機能を次のように設定します。
•

左側のメニューで、 対話とショートカット.
• Choose the toggle to turn interactive components on.
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• In the Request URL box, specify any valid URL. For example, you can use https://
slack.com.

Note
For now, enter any valid URL to get the verification token that you need in the next
step. You will update this URL after you add the bot channel association in the Amazon
Lex console.
• Choose Save Changes.
4.

左のメニューで、[Settings] の [Basic Information] を選択します。次のアプリケーション認証情報を記
録します。
• Client ID
• Client Secret
• Verification Token

次のステップ
Step 4: Integrate the Slack Application with the Amazon Lex Bot (p. 162)

Step 4: Integrate the Slack Application with the Amazon Lex Bot
Slack アプリケーションの認証情報を取得したので、アプリケーションと Amazon Lex ボットを統合でき
ます。Slack アプリケーションとボットを関連付けるには、Amazon Lex にボットチャネル関連付けを追加
します。
Amazon Lex コンソールで、ボットチャネル関連付けを有効化し、ボットと Slack アプリケーションを関
連付けます。ボットチャネル関連付けが有効化されると、Amazon Lex は 2 つの URL (Postback URL と
OAuth URL) を返します。後で必要になるため、これらの URL を記録します。

Slack アプリケーションと Amazon Lex ボットを統合するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Lex コンソールを https://
console.aws.amazon.com/lex/ で開きます。

2.

ステップ 1 で作成した Amazon Lex ボットを選択します。

3.

[Channels] タブを選択します。

4.

左側のメニューで、[Slack] を選択します。

5.

[Slack] ページで、以下を指定します。
• Type a name. For example, BotSlackIntegration.
• Choose "aws/lex" from the KMS key drop-down.
• For Alias, choose the bot alias.
• Type the Client Id, Client secret, and Verification Token, which you recorded in the preceding step.
These are the credentials of the Slack application.
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6.

[Activate] を選択します。
コンソールでボットチャネル関連付けが作成され、2 つの URL (Postback URL と OAuth URL) が返さ
れるので、それを記録します。次のセクションでは、Slack アプリケーションの設定を次のように更
新して、これらのエンドポイントを使用します。
• The Postback URL is the Amazon Lex bot's endpoint that listens to Slack events. You use this URL:
• As the request URL in the Event Subscriptions feature of the Slack application.
• To replace the placeholder value for the request URL in the Interactive Messages feature of the
Slack application.
• The OAuth URL is your Amazon Lex bot's endpoint for an OAuth handshake with Slack.

次のステップ
Step 5: Complete Slack Integration (p. 163)

Step 5: Complete Slack Integration
このセクションでは、Slack API コンソールを使用して Slack アプリケーションの統合を完了します。
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1.

Slack API コンソール (http://api.slack.com) にサインインします。「Step 3: Create a Slack
Application (p. 161)」で作成したアプリを選択します。

2.

[OAuth & Permissions] 機能を次のように更新します。
a.

左のメニューで、[OAuth & Permissions] を選択します。

b.

[Redirect URLs (URL のリダイレクト)] セクションで、前のステップで Amazon Lex から提供さ
れた OAuth URL を追加します。[Add a new Redirect URL]、[Save URLs] の順に選択します。

c.

の ボットトークンスコープ セクションで、 OAuth スコープの追加 ボタン。次のテキストを使用
してリストをフィルタリングします。
• chat:write
• team:read

3.

更新 対話とショートカット 機能を更新して リクエストURL 値を Postback URL に Amazon Lex 前述
のステップで提供する。ステップ 4 で保存した postback URL を参照し、[Save Changes] を選択しま
す。

4.

次のように [Event Subscriptions] 機能にサブスクライブします。
• Enable events by choosing the On option.
• Set the Request URL value to the Postback URL that Amazon Lex provided in the preceding step.
• In the Subscribe to Bot Events section, subscribe to the message.im bot event to enable direct
messaging between the end user and the Slack bot.
• Save the changes.

次のステップ
Step 6: Test the Integration (p. 164)

Step 6: Test the Integration
ここでは、ブラウザウィンドウを使用して、Slack と Amazon Lex ボットとの統合をテストします。
1.

[Settings] の [Manage Distribution] を選択します。[Add to Slack] を選択してアプリケーションをイン
ストールします。ボットがメッセージに応答することを承認します。

2.

Slack チームにリダイレクトされます。左のメニューの [Direct Messages] セクションで、ボットを選
択します。ボットが表示されていない場合は、[Direct Messages] の横にあるプラスアイコン (+) を選
択してボットを探します。

3.

Amazon Lex ボットにリンクされている Slack アプリケーションとチャットを開始します。ボットが
メッセージに応答するようになりました。
「ご利用開始にあたって」の演習 1 でボットを作成した場合は、その演習で提供されている会話例
が使用できます。詳細については、「ステップ 4: Lambda 関数をコードフックとして追加する (コン
ソール) (p. 85)」を参照してください。

Integrating an Amazon Lex Bot with Twilio
Programmable SMS
この演習では、Amazon Lex ボットを Twilio 簡易メッセージングサービス (SMS) に統合する手順を示しま
す。以下のステップを実行します。
1. Amazon Lex ボットを作成します。
2. Twilio プログラム可能 SMS とボット Amazon Lex を統合する
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3. 携帯電話の SMS サービスを使用して Amazon Lex ボットと交信し、セットアップをテストする
4. 統合をテストします。
トピック
• Step 1: Create an Amazon Lex Bot (p. 165)
• Step 2: Create a Twilio SMS Account (p. 165)
• Step 3: Integrate the Twilio Messaging Service Endpoint with the Amazon Lex Bot (p. 165)
• Step 4: Test the Integration (p. 166)

Step 1: Create an Amazon Lex Bot
Amazon Lex ボットがまだない場合には、作成してデプロイします。このトピックでは、「開始方法」の
演習 1 で作成したボットを使用することを想定しています。ただし、このガイドで提供されている他の
ボット例を使用してもかまいません。「ご利用開始にあたって」の演習 1 については、「演習 1: 設計図を
使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。
1.

Amazon Lex ボットを作成します。手順については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボット
を作成する (コンソール) (p. 72)」を参照してください。

2.

ボットをデプロイしてエイリアスを作成します。手順については、「演習 3: バージョンを発行してエ
イリアスを作成する (p. 110)」を参照してください。

Step 2: Create a Twilio SMS Account
Twilio アカウントにサインアップして、次のアカウント情報を書き留めます。
• ACCOUNT SID
• AUTH TOKEN
サインアップの手順については、「https://www.twilio.com/console」を参照してください。

Step 3: Integrate the Twilio Messaging Service Endpoint with the
Amazon Lex Bot
Twilio と Amazon Lex ボットを統合するには
1.

Amazon Lex ボットを Twilio プログラム可能 SMS エンドポイントに関連付けるには、Amazon Lex
コンソールでボットチャネル関連付けを有効化します。ボットチャネル関連付けが有効化される
と、Amazon Lex からコールバック URL が返されます。このコールバック URL を書き留めます。後
で必要になります。
a.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある
Amazon Lex コンソールを開きます。

b.

ステップ 1 で作成した Amazon Lex ボットを選択します。

c.

[Channels] タブを選択します。

d.

[Chatbots] セクションで、[Twilio SMS] を選択します。

e.

[Twilio SMS] ページで、以下の情報を入力します。
• Type a name. For example, BotTwilioAssociation.
• Choose "aws/lex" from KMS key.
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• For Alias, choose the bot alias.
• For Authentication Token, type the AUTH TOKEN for your Twilio account.
• For Account SID, type the ACCOUNT SID for your Twilio account.

f.

[Activate] を選択します。
コンソールによってボットチャネル関連付けが作成され、コールバック URL が返されます。この
URL を記録します。

2.

Twilio コンソールで、Twilio SMS エンドポイントを Amazon Lex ボットに接続します。
a.

Twilio コンソール (https://www.twilio.com/console) にサインインします。

b.

Twilio SMS エンドポイントがない場合は、作成します。

c.

[REQUEST URL] の値として、前のステップで から返されたコールバック URL を設定し、メッ
セージングサービスの [Inbound SettingsAmazon Lex] 設定を更新します。

Step 4: Test the Integration
携帯電話を使用して、Twilio SMS とボット間の統合をテストします。

統合をテストするには
1.

Twilio コンソール (https://www.twilio.com/console) にサインインして、次の操作を行います。
a.

[Manage Numbers] に、メッセージングサービスに関連付けられた Twilio 番号が表示されている
ことを確認します。
この番号に携帯電話からメッセージを送信し、Amazon Lex ボットと SMS で交信します。

b.

携帯電話が次のようにリストされていることを確認します。 確認済みの発信者番号認識.
そうでなければ、Twilioコンソールの指示に従って、お客様がテストに使用する予定の携帯電話を
有効にしてください。
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これで、携帯電話を使用して、Amazon Lex ボットにマッピングされている Twilio SMS エンドポ
イントに、メッセージを送信できるようになりました。
2.

携帯電話を使用して、Twilio 番号にメッセージを送信します。
Amazon Lex ボットが応答します。「ご利用開始にあたって」の演習 1 でボットを作成した場合は、
その演習で提供されている会話例が使用できます。詳細については、「ステップ 4: Lambda 関数を
コードフックとして追加する (コンソール) (p. 85)」を参照してください。

Deploying an Amazon Lex Bot in Mobile
Applications
使用 AWS Amplifyでは、 Amazon Lex ボットとモバイルまたはWebアプリケーション。詳細については、
以下を参照してください。 相互作用 – はじめに の AWS Amplify Docs.

167

Amazon Lex 開発者ガイド
Exporting and Importing in Amazon Lex Format

Importing and Exporting Amazon Lex
Bots, Intents, and Slot Types
ボット、インテント、スロットタイプをインポートあるいはエクスポートできます。たとえば、異なる
AWS アカウント間で同僚とボットを共有する場合には、エクスポートとして送信することができます。複
数の発話をボットに追加するには、ボットをエクスポートして発話を追加し、それをアカウントに再度イ
ンポートできます。
以下が可能です。 export ボット、インテント、スロットタイプ Amazon Lex (それらを共有または変更す
るため)またはAlexaスキル形式。以下が可能です。 import のみ Amazon Lex フォーマット。
リソースをエクスポートする場合、エクスポート先の Amazon Lex あるいは Alexa スキルキットのサー
ビスと互換性のある形式でエクスポートする必要があります。ボットを Amazon Lex 形式でエクスポート
する場合、自身のアカウントに再度インポートすることも、別のアカウントの Amazon Lex ユーザーがア
カウントにそれをインポートすることもできます。ボットは、Alexa スキルと互換性がある形式でエクス
ポートすることもできます。そして、Alexa スキルキットを使用し、そのボットをインポートして、Alexa
で利用できるようにします。詳細については、「Exporting to an Alexa Skill (p. 173)」を参照してくださ
い。
スロットタイプをエクスポートする場合、そのリソースは JSON ファイルで書き込まれています。ボッ
ト、インテントあるいはスロットタイプをエクスポートするには、Amazon Lex コンソールあるいは
GetExport (p. 332) オペレーションを使用できます。StartImport (p. 406) を使用して、ボット、インテ
ントあるいはスロットタイプをインポートします。

トピック
• Exporting and Importing in Amazon Lex Format (p. 168)
• Exporting to an Alexa Skill (p. 173)

Exporting and Importing in Amazon Lex Format
後に Amazon Lex に再インポートするために Amazon Lex からボット、インテント、スロットタイプをエ
クスポートするには、Amazon Lex 形式で JSON ファイルを作成します。このファイルではリソースを編
集でき、Amazon Lex に再インポートできます。たとえば、インテントに発話を追加し、変更したインテ
ントをアカウントに再インポートできます。また、JSON 形式を使用してリソースを共有することもでき
ます。たとえば、1 つの AWS リージョンからボットをエクスポートして、別のリージョンにインポート
できます。または、同僚に JSON ファイルを送信してボットを共有できます。
トピック
• Exporting in Amazon Lex Format (p. 168)
• Importing in Amazon Lex Format (p. 169)
• JSON Format for Importing and Exporting (p. 170)

Exporting in Amazon Lex Format
AWS アカウントにインポートできる形式で、Amazon Lex ボット、インテント、スロットタイプをエクス
ポートします。次のリソースをエクスポートできます。
• A bot, including all of the intents and custom slot types used by the bot
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• An intent, including all of the custom slot types used by the intent
• A custom slot type, including all of values for the slot type
番号付きのバージョンのリソースのみをエクスポートできます。リソースの $LATEST バージョンをエク
スポートすることはできません。
エクスポートは非同期プロセスです。エクスポートが完了すると、Amazon S3 の署名付き URL を取得し
ます。この URL は、エクスポートされた JSON 形式のリソースが含まれる .zip アーカイブの場所を示し
ます。
ボット、インテント、カスタムスロットタイプをエクスポートするには、コンソールあるいは
GetExport (p. 332) オペレーションを使用します。
ボット、インテント、あるいはスロットタイプをエクスポートする手順は同じです。次の手順で、インテ
ントあるいはスロットタイプをボットに置き換えます。

Exporting a Bot
ボットをエクスポートするには
1.
2.
3.
4.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Lex コンソールを https://
console.aws.amazon.com/lex/ で開きます。
[ボット] を選択し、エクスポートする 1 つのボットを選びます。

5.

[アクション] メニューで、[エクスポート] を選択します。
[Export Bot] (ボットのエクスポート) ダイアログで、エクスポートするボットのバージョンを選択しま
す。[プラットフォーム] で [Amazon Lex] を選択します。
[エクスポート] を選択します。

6.

.zip アーカイブをダウンロードして保存します。

Amazon Lex は、.zip アーカイブに含まれる JSON ファイルにボットをエクスポートします。ボットを更
新するには、JSON テキストを変更し、それを Amazon Lex に再インポートします。
次のステップ
Importing in Amazon Lex Format (p. 169)

Importing in Amazon Lex Format
Amazon Lex 形式でリソースを JSON ファイルにエクスポートしたら、リソースが含まれる JSON ファ
イルを 1 つ以上 の AWS アカウントにインポートできます。たとえば、ボットをエクスポートして、別の
AWS リージョンにインポートできます。または、ボットを同僚に送信して、この同僚が自身のアカウント
にボットをインポートすることもできます。
ボット、インテントあるいはスロットタイプをインポートするとき、インテントやスロットタイプなどの
$LATEST バージョンをインポート中に上書きするか、またはアカウント内のリソースを維持するために
このインポートを失敗するようにするかを決定する必要があります。たとえば、編集されたバージョンの
リソースをアカウントにアップロードする場合、$LATEST バージョンを上書きするかどうかを選択しま
す。同僚から送信されたリソースをアップロードする場合、自身のリソースが置き換えられないために、
リソース間に競合が発生した場合にこのインポートを失敗するように選択できます。

リソースをインポートするとき、インポートを実行するユーザーに割り当てられたアクセス許
可から適用がリクエストされます。このユーザーは、アカウント内でこのインポートが影響す
るすべてのリソースに対してアクセス許可を有している必要があります。また、このユーザー
は、GetBot (p. 302)、PutBot (p. 372)、GetIntent (p. 338)、PutIntent (p. 388)、GetSlotType (p. 357)、PutSlotType (p. 40
オペレーションへのアクセス許可も有している必要があります。権限の詳細については、Amazon Lex と
IAM の連携 (p. 234)を参照してください。
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インポートは、処理中に発生したエラーを報告します。一部のエラーはインポートが開始する前に報告さ
れ、その他はインポート処理中に報告されます。たとえば、インテントが使用する Lambda 関数を呼び出
すアクセス許可がないインテントをアカウントでインポートする場合、このインポートはスロットタイプ
あるいはインテントが変更される前に失敗します。インポート処理中にインポートに失敗した場合、この
処理が失敗する前にインポートされたすべてのインテントあるいはスロットタイプの $LATEST バージョ
ンは変更されます。$LATEST バージョンに加えられた変更をロールバックすることはできません。
リソースをインポートする場合、すべての依存するリソースはリソースの $LATEST バージョンにイン
ポートされ、番号付きバージョンを付与されます。たとえば、ボットがインテントを使用する場合、この
インテントには番号付きバージョンが付与されます。インテントはカスタムスロットタイプを使用する場
合、このスロットタイプには番号付きバージョンが付与されます。
1 つのリソースは 1 度のみインポートされます。たとえば、ボットに OrderPizza インテントおよび
OrderDrink インテントが含まれ、どちらのインテントもカスタムスロットタイプ Size に依存している
場合、Size スロットタイプは 1 度のみインポートされ、両方のインテントに使用されます。

Note
ボットを enableModelImprovements パラメータをに設定 false、ボット定義を含む.zip ファ
イルを開き、 enableModelImprovements パラメータから true 次の地域:
• Asia Pacific (Singapore) (ap-southeast-1)
• Asia Pacific (Tokyo) (ap-northeast-1)
• EU (Frankfurt) (eu-central-1)
• EU (London) (eu-west-2)
ボット、インテント、あるいはカスタムスロットタイプをインポートする手順は同じです。次の手順で、
インテントあるいはスロットタイプを適当に置き換えます。

Importing a Bot
ボットをインポートするには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、Amazon Lex コンソールを https://
console.aws.amazon.com/lex/ で開きます。

2.

[ボット] を選択し、インポートする 1 つのボットを選びます。新規のボットをインポートする場合、
このステップはスキップします。

3.

[アクション] で、[インポート] を選択します。

4.

[Import Bot] (ボットのインポート) で、インポートするボットが含まれる JSON ファイルがある .zip
アーカイブを選択します。マージする前にマージ競合を表示するには、[Notify me of merge conflicts]
(マージ競合を通知) を選択します。競合チェックをオフにした場合、ボットが使用するすべてのリ
ソースの $LATEST バージョンは上書きされます。

5.

[Import] を選択します。マージ競合の通知を選択し、競合が発生した場合、この競合の一覧を示すダ
イアログが表示されます。競合するすべてのリソースの $LATEST バージョンを上書きするには、
[Overwrite and continue (上書きして続ける)] を選択します。インポートを停止するには、[キャンセル]
を選択します。

これで、アカウントでボットをテストできるようになります。

JSON Format for Importing and Exporting
次の例では、スロットタイプ、インテントおよびボットを Amazon Lex 形式でエクスポート、インポート
する JSON 構造を示しています。

170

Amazon Lex 開発者ガイド
JSON Format for Importing and Exporting

Slot Type structure
カスタムスロットタイプの JSON 構造を以下に示します。スロットタイプをインポートあるいはエクス
ポートする場合、またカスタムスロットタイプに依存するインテントをエクスポートする場合にこの構造
を使用します。
{

}

"metadata": {
"schemaVersion": "1.0",
"importType": "LEX",
"importFormat": "JSON"
},
"resource": {
"name": "slot type name",
"version": "version number",
"enumerationValues": [
{
"value": "enumeration value",
"synonyms": []
},
{
"value": "enumeration value",
"synonyms": []
}
],
"valueSelectionStrategy": "ORIGINAL_VALUE or TOP_RESOLUTION"
}

Intent structure
次に、インテントの JSON 構造を示します。インテントおよびインテントに依存するボットをインポー
ト、エクスポートする場合にこの構造を使用します。
{

"metadata": {
"schemaVersion": "1.0",
"importType": "LEX",
"importFormat": "JSON"
},
"resource": {
"description": "intent description",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
}
]
},
"name": "intent name",
"version": "version number",
"fulfillmentActivity": {
"type": "ReturnIntent or CodeHook"
},
"sampleUtterances": [
"string",
"string"
],
"slots": [
{
"name": "slot name",
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"description": "slot description",
"slotConstraint": "Required or Optional",
"slotType": "slot type",
"valueElicitationPrompt": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
}
],
"maxAttempts": value
},
"priority": value,
"sampleUtterances": []

}

}

}
],
"confirmationPrompt": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
},
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
}
],
"maxAttempts": value
},
"slotTypes": [
List of slot type JSON structures.
For more information, see Slot Type structure.
]

Bot structure
次に、ボットの JSON 構造を示します。ボットをインポートまたはエクスポートするときにこの構造を使
用します。
{

"metadata": {
"schemaVersion": "1.0",
"importType": "LEX",
"importFormat": "JSON"
},
"resource": {
"name": "bot name",
"version": "version number",,
"nluIntentConfidenceThreshold": 0.00-1.00,
"enableModelImprovements": true | false,
"intents": [
List of intent JSON structures.
For more information, see Intent structure.
],
"slotTypes": [
List of slot type JSON structures.
For more information, see Slot Type structure.
],
"voiceId": "output voice ID",
"childDirected": boolean,
"locale": "en-US",
"idleSessionTTLInSeconds": timeout,
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}

}

"description": "bot description",
"clarificationPrompt": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
}
],
"maxAttempts": value
},
"abortStatement": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText or SSML or CustomPayload",
"content": "string"
}
]
}

Exporting to an Alexa Skill
ボットスキーマは、Alexa Skill と互換性がある形式でエクスポートできます。ボットを JSON ファイルに
エクスポートしたら、Skill Builder を使用してそれを Alexa にアップロードします。

ボットとそのスキーマをエクスポートするには (インタラクションモデル)
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.
3.
4.

エクスポートするボットを選択します。
[アクション] で、[エクスポート] を選択します。
エクスポートするボットのバージョンを選択します。形式では [Alexa Skills Kit] を選択し、続いて [エ
クスポート] を選択します。
ダウンロードダイアログボックスが表示されたら、ファイルを保存する場所を選択し、[保存] を選択
します。

5.

ダウンロードされるファイルは、エクスポートしたボットと同じ名前の 1 つのファイルが含まれる .zip
アーカイブです。このファイルには、Alexa スキルとしてボットをインポートするために必要な情報が含
まれています。

Note
Amazon Lex および Alexa Skills Kit では、次の点が異なります。
• Session attributes, denoted by square brackets ([]), are not supported by the Alexa Skills Kit.
You need to update prompts that use session attributes.
• Punctuation marks are not supported by the Alexa Skills Kit. You need to update utterances that
use punctuation.

Alexa スキルにボットをアップロードするには
1.
2.
3.

開発者ポータル (https://developer.amazon.com/) にログインします。
[Alexa スキル] ページで、[スキルの作成] を選択します。
[新しいスキルの作成] ページに、スキル名と、スキルのデフォルト言語を入力します。スキルモデル
に [カスタム] が選択されていることを確認し、[スキルの作成] を選択します。
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4.

[一から作成] が選択されていることを確認し、[選択] を選択します。

5.

左のメニューで [JSON テキストエディタ] を選択します。Amazon Lex からエクスポートした JSON
ファイルを JSON テキストエディタにドラッグします。
[モデルの保存] を選択して、インタラクションモデルを保存します。

6.

スキーマを Alexa スキル内にアップロードしたら、Alexa でスキルを実行するために必要な変更を行いま
す。Alexaスキルの作成についての詳細は、 スキルビルダー(ベータ)を使用する の Alexa Skills Kit.
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その他の例: 作成中 Amazon Lex ボッ
ト
以下のセクションでは、Amazon Lex の追加の演習の手順について説明します。
トピック
• 予定予約 (p. 175)
• 出張の予約 (p. 194)
• 応答カードの使用 (p. 217)
• 発話の更新 (p. 220)
• ウェブサイトとの統合 (p. 221)
• コールセンター・エージェント・アシスタント (p. 221)

予定予約
この演習のボット例では、歯科医院の予約を行います。この例では、レスポンスカードを使用してボタン
でユーザー入力を取得する方法も示しています。具体的には、この例では、実行時に動的にレスポンス
カードを生成しています。
構築時にレスポンスカードを設定するか (静的レスポンスカードとも呼ばれる)、または AWS Lambda 関
数内で動的にレスポンスカードを生成できます。この例のボットでは、以下のレスポンスカードを使用し
ます。
• 予約タイプのボタンをリストするレスポンスカード。以下に例を示します。

• 予約日付のボタンをリストするレスポンスカード。以下に例を示します。
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• 提示された予約時刻を確認するボタンをリストするレスポンスカード。以下に例を示します。

予約できる日付と時刻は変わるため、実行時にレスポンスカードを作成する必要があります。AWS
Lambda 関数を使用してこれらのレスポンスカードを動的に生成します。Lambda 関数は Amazon Lex へ
のレスポンスでレスポンスカードを返します。Amazon Lex にはこのクライアントへのレスポンスのレス
ポンスカードが含まれています。
クライアント (たとえば、Facebook Messenger) でレスポンスカードがサポートされている場合、ユー
ザーはボタンのリストから選択するか、またはレスポンスを入力します。サポートされていない場合、
ユーザーはレスポンスを入力します。
前の例で示されているボタンに加えて、イメージ、添付ファイル、およびその他の役立つ情報をレスポ
ンスカードに表示することもできます。レスポンスカードに関する情報については、「レスポンスカー
ド (p. 16)」を参照してください。
この演習では、以下のことを行います。
• ボットを作成してテストします( ScheduleAppointment 青写真)。この演習では、ボットの設計図を
使用して、迅速にボットをセットアップし、テストします。使用可能な設計図の一覧については、
「Amazon Lex および AWS Lambda の設計図 (p. 151)」を参照してください。このボットには 1 つのイ
ンテント (MakeAppointment) が事前設定されています。

• Lambda 関数を作成してテストします (Lambda で提供されている lex-make-appointment-python 設計図
を使用)。その Lambda 関数をコードフックとして使用して初期化、検証、およびフルフィルメント (達
成) タスクを実行するように、MakeAppointment インテントを設定します。
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Note
提供されている Lambda 関数の例では、歯科医予約のモックアップの予約可能日時に基づいて
動的な会話を示しています。実際のアプリケーションでは、実際のカレンダーを使用して予定
を設定できます。
• その Lambda 関数をコードフックとして使用するように、MakeAppointment インテント設定を更新し
ます。次に、エンドツーエンドエクスペリエンスをテストします。
• 作動中のレスポンスカードを確認できるように、そのスケジュール予約ボットを Facebook Messenger
に公開します (Amazon Lex コンソール内のクライアントではレスポンスカードは現在サポートされてい
ません)。
以下のセクションでは、この演習で使用する設計図に関する概要情報を示しています。
トピック
• ボット設計図 (ScheduleAppointment) の概要 (p. 177)
• Lambda 関数の設計図 (lex-make-appointment-python) の概要 (p. 178)
• ステップ1: Amazon Lex ボットを作成します。 (p. 178)
• ステップ2: Lambda 関数の作成 (p. 180)
• ステップ3: 意図の更新: コードフックの設定 (p. 181)
• ステップ4: Facebook Messenger プラットフォームで Bot を導入する (p. 182)
• 情報フローの詳細 (p. 182)

ボット設計図 (ScheduleAppointment) の概要
[ ScheduleAppointment この演習のボットの作成に使用するブループリントは、次のように事前構成され
ています。
• スロットタイプ – 1 つのカスタムスロットタイプ (AppointmentTypeValue) と列挙値 (root
canal、cleaning、whitening)。
• インテント – 1 つのインテント (MakeAppointment)。次のように事前設定されています。
• スロット – このインテントでは以下のスロットが設定されています。
• スロット AppointmentType (AppointmentTypes カスタムタイプの)。
• スロット Date: AMAZON.DATE 組み込みタイプ
• スロット Time: AMAZON.TIME 組み込みタイプ
• 発話 – このインテントでは以下の発話が事前設定されています。
• 「予約をお願いします」
• 「予約します」
• 「{AppointmentType} を予約」
ユーザーがこのいずれかを発声すると、Amazon Lex は MakeAppointment がインテントであると判
断し、プロンプトを使用してスロットデータを引き出します。
• プロンプト – このインテントでは以下のプロンプトが事前設定されています。
• AppointmentType スロットのプロンプト –「どのタイプを予約しますか?」
• Date スロットのプロンプト –「何日に {AppointmentType} を予約しますか?」
• のプロンプト Time スロット – "{AppointmentType} をいつスケジュールしますか?" および
「{Date} の何時になさいますか?」
• 確認プロンプト –「{Time} は予約できますが、この時刻で予約しますか?」
• キャンセルメッセージ – 「かしこまりました、予約はしません。」
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Lambda 関数の設計図 (lex-make-appointment-python)
の概要
[ Lambda 機能ブループリント (lex-make-appointment-python) は、 ScheduleAppointment ボットのブルー
プリントです。
この Lambda 関数の設計図のコードは、初期化/検証とフルフィルメントタスクの両方を実行できます。
• この Lambda 関数のコードは、歯科医予約のサンプル予約可能日時に基づいた動的会話を示しています
(実際のアプリケーションではカレンダーを使用できます)。ユーザーが指定した曜日または日付につい
て、このコードは次のように設定されています。
• 利用可能な予約がない場合、 Lambda 関数は、応答ディレクションを返します。 Amazon Lex (
dialogAction タイプする ElicitSlot). 詳細については、以下を参照してください。 レスポンス
の形式 (p. 146).
• 指定日または日付に予約可能な予約が1つしかない場合、 Lambda 関数は、応答の利用可能時間を提
案し、指示します Amazon Lex 設定することで、ユーザーの確認を取得できます。 dialogAction
対応に ConfirmIntent. これは、アポイントメントに利用できる時間を積極的に提案することで、
ユーザー体験を改善する方法を示しています。
• 予約可能な時間が複数ある場合、Lambda 関数は Amazon Lex へのレスポンスで予約可能な時間のリ
ストを返し ます。Amazon Lex は Lambda 関数からクライアントにメッセージを付けたレスポンスを
返します。
• フルフィルメントコードフックとして、Lambda 関数は予約が行われた (つまり、インテントが達成され
た) ことを示す概要メッセージを返します。

Note
この例ではレスポンスカードの使用方法を示しています。Lambda 関数はレスポンスカードを構
築して Amazon Lex に返します。レスポンスカードには、予約可能な日付と時刻がボタンとし
てリストされていて、そのリストから選択できます。Amazon Lex コンソールで提供されている
クライアントを使用してボットをテストする場合は、レスポンスカードを確認できません。レ
スポンスカードを確認するには、ボットを Facebook Messenger などのメッセージングプラッ
トフォームと連携する必要があります。手順については、「Integrating an Amazon Lex Bot with
Facebook Messenger (p. 154)」を参照してください。レスポンスカードの詳細情報については、
「メッセージの管理 (p. 10)」を参照してください。
Amazon Lex は Lambda 関数を呼び出す際にイベントデータを入力として渡します。イベントフィール
ドの 1 つは invocationSource であり、Lambda 関数はこのイベントフィールドを使用して入力検
証とフルフィルメントのいずれかのアクティビティを選択します。詳細については、入力イベントの形
式 (p. 141) を参照してください。
次のステップ
ステップ1: Amazon Lex ボットを作成します。 (p. 178)

ステップ1: Amazon Lex ボットを作成します。
このセクションでは、 Amazon Lex ボットを ScheduleAppointment 青写真は、 Amazon Lex コンソール。
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。
[Bots] ページで、[Create] を選択します。
[Create your Lex bot] ページで、次の操作を行います。
• [ScheduleAppointment] 設計図を選択します。

178

Amazon Lex 開発者ガイド
ステップ1: Amazon Lex ボットを作成します。

• ボット名 (ScheduleAppointment) はデフォルトのままにしておきます。
4.

[作成] を選択します。
このステップにより、ボットが保存および構築されます。構築プロセス中に、コンソールによって以
下のリクエストが Amazon Lex に送信されます。
• スロットタイプの新しいバージョンを ($LATEST バージョンから) 作成する。このボットの設計図
で定義されているスロットタイプの詳細については、「ボット設計図 (ScheduleAppointment) の概
要 (p. 177)」を参照してください。
• MakeAppointment インテントのバージョンを ($LATEST バージョンから) 作成する。場合によっ
ては、新しいバージョンを作成する前に、update API オペレーションのリクエストがコンソール
によって送信されます。
• ボットの $LATEST バージョンを更新する。
現時点では、Amazon Lex はボットの機械学習モデルを構築します。コンソールでボットをテ
ストすると、コンソールはランタイム API を使用してユーザー入力を Amazon Lex に返しま
す。Amazon Lex は、機械学習モデルを使用してユーザー入力を解釈します。

5.

コンソールには、 ScheduleAppointment ボット。[Editor] タブで、事前設定されているインテント
(MakeAppointment) の詳細を確認します。

6.

テストウィンドウでボットをテストします。以下のスクリーンショットを使用して、ボットとのテス
ト会話を開始します。

以下の点に注意してください。
• 最初のユーザー入力 (「予約します」) から、ボットはこのインテント (MakeAppointment) を推測
します。
• ボットは、設定されているプロンプトを使用してユーザーからスロットデータを取得します。
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• ボットの設計図では、MakeAppointment インテントに次の確認プロンプトが設定されています。
{Time} is available, should I go ahead and book your appointment?

ユーザーがすべてのスロットデータを提供すると、Amazon Lex は確認プロンプトをメッセージと
して付けたレスポンスをクライアントに返します。クライアントはそのメッセージをユーザーに表
示します。
16:00 is available, should I go ahead and book your appointment?

ユーザーデータを初期化または検証するためのコードがないため、ボットは任意の日付と時刻の予約
を受け付けていることがわかります。次のセクションでは、その処理を行う Lambda 関数を追加しま
す。
次のステップ
ステップ2: Lambda 関数の作成 (p. 180)

ステップ2: Lambda 関数の作成
このセクションでは、Lambda コンソールで提供されている設計図 (lex-make-appointment-python) を使
用して Lambda 関数を作成します。また、コンソールで提供されている Amazon Lex のサンプルイベント
データを使用して Lambda 関数を呼び出すことで、この関数をテストします。
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ にある AWS
Lambda コンソールを開きます。
[Create a Lambda function] を選択します。
[設計図の選択] に「lex」と入力して設計図を見つけます。次に、[lex-make-appointment-python] 設
計図を選択します。
[ Lambda 機能する。
• Lambda 関数名 (MakeAppointmentCodeHook) を入力します。
• ロールとして [Create a new role from template(s)] を選択し、ロール名を入力します。
• 他はデフォルト値のままにしておきます。

5.
6.

[関数の作成] を選択します。
英語(US)(en-US)以外のロケールを使用している場合は、 特定のロケールの設計図の更新 (p. 151).

7.

Lambda 関数をテストします。
a.
b.

c.
d.

[Actions]、[Configure test event] の順に選択します。
[Sample event template] リストで、[Lex-Make Appointment (preview)] を選択します。このサンプ
ルイベントでは、Amazon Lex のリクエスト/レスポンスモデルが使用されていて、この Amazon
Lex ボットからのリクエストと一致するように値が設定されています。Amazon Lex のリクエス
ト/レスポンスモデルについては、「Lambda 関数の使用 (p. 141)」を参照してください。
[Save and test] を選択します。
[ Lambda 機能が正常に実行されました。この例のレスポンスは、Amazon Lex レスポンスモデル
と一致します。

次のステップ
ステップ3: 意図の更新: コードフックの設定 (p. 181)
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ステップ3: 意図の更新: コードフックの設定
このセクションでは、検証とフルフィルメントアクティビティのためのコードフックとして Lambda 関数
を使用するように、MakeAppointment インテントの設定を更新します。
1.

Amazon Lex コンソールで、[ ScheduleAppointment] ボットを選択します。コンソールに
[MakeAppointment] インテントが表示されます。インテント設定を次のように変更します。

Note
更新できるのは Amazon Lex リソース (インテントを含む) の $LATEST バージョンのみで
す。インテントのバージョンが $LATEST に設定されていることを確認します。このボット
のバージョンはまだ発行していないため、コンソール内のボットは $LATEST バージョンの
ままです。
a.

[Options (オプション)] セクションで、[Initialization and validation code hook (初期化とコード
フックの検証)] を選択し、次にリストから Lambda 関数を選択します。

b.

[Fulfillment (フルフィルメント)] セクションで、[AWS Lambda function (AWS Lambda 関数)] を選
択し、次にリストから Lambda 関数を選択します。

c.

[Goodbye message] を選択し、メッセージを入力します。

2.

[Save] を選択し、次に [Build] を選択します。

3.

ボットをテストします。

次のステップ
ステップ4: Facebook Messenger プラットフォームで Bot を導入する (p. 182)
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ステップ4: Facebook Messenger プラットフォームで
Bot を導入する
前のセクションでは、 ScheduleAppointment ボットを Amazon Lex コンソール。今のところ、Amazon
Lex コンソールはレスポンスカードをサポートしていません。ボットでサポートされている動的に生成さ
れたレスポンスカードをテストするには、ボットを Facebook Messenger プラットフォームにデプロイし
てテストします。
手順については、「Integrating an Amazon Lex Bot with Facebook Messenger (p. 154)」を参照してくださ
い。
次のステップ
情報フローの詳細 (p. 182)

情報フローの詳細
ScheduleAppointment ボットの設計図では、動的に生成されたレスポンスカードの使用を主に示して
います。この演習の Lambda 関数には Amazon Lex へのレスポンスのレスポンスカードが含まれていま
す。Amazon Lex には、このクライアントに返答するレスポンスカードが含まれています。このセクショ
ンでは以下の両方について説明します。
• クライアントと Amazon Lex の間のデータフロー。

このセクションでは、クライアントが PostText ランタイム API を使用して Amazon Lex にリク
エストを送信することを前提としていて、それに応じたリクエスト/レスポンスの詳細を示していま
す。PostText ランタイム API の詳細については、「PostText (p. 434)」を参照してください。

Note
クライアントが PostContent API を使用する場合の、クライアントと Amazon Lex の間の情
報フローの例については、「ステップ 2a (オプション): 音声による情報フローの詳細を確認す
る (コンソール) (p. 75)」を参照してください。
• Amazon Lex と Lamba 関数の間のデータフロー。詳細については、Lambda 関数の入力イベントとレス
ポンスの形式 (p. 141) を参照してください。

Note
この例では、Facebook Messenger クライアントを使用していることを前提としています。この
クライアントは Amazon Lex へのリクエストでセッション属性を渡しません。したがって、こ
のセクションで示される要求の例は、空の sessionAttributes. ボットをテストするには、
Amazon Lex クライアントにセッション属性が含まれます。
このセクションでは、各ユーザー入力の後に何が起こるかを説明します。
1.

ユーザー: 種類 Book an appointment.
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostContent (p. 425) リクエストを Amazon Lex に送信し
ます。
POST /bot/ScheduleAppointment/alias/$LATEST/user/bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n/
text
"Content-Type":"application/json"
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"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText":"book appointment",
"sessionAttributes":{}

リクエストの URI と本文の両方で Amazon Lex に情報が提供されています。
• リクエスト URI – ボット名 (ScheduleAppointment)、ボットのエイリアス ($LATEST)、お
よびユーザー名 ID。末尾の text は、このリクエストが PostText API リクエストである
(PostContent API リクエストではない) ことを示しています。
• リクエストボディ – ユーザー入力 (inputText) と空の sessionAttributes が含まれていま
す。
b.

inputText から、Amazon Lex はインテント (MakeAppointment) を検出します。サービス
によって、コードフックとして設定されている Lambda 関数が呼び出され、以下のイベント
が渡されることで初期化および検証が実行されます。詳細については、「入力イベントの形
式 (p. 141)」を参照してください。
{

}

"currentIntent": {
"slots": {
"AppointmentType": null,
"Date": null,
"Time": null
},
"name": "MakeAppointment",
"confirmationStatus": "None"
},
"bot": {
"alias": null,
"version": "$LATEST",
"name": "ScheduleAppointment"
},
"userId": "bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"outputDialogMode": "Text",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {}

クライアントによって送信された情報に加えて、Amazon Lex には以下の追加データも含まれま
す。
• currentIntent –現在のインテントの情報を提供しています。
• invocationSource – Lambda 関数呼び出しの目的を表しています。この場合は、ユーザー
データの初期化および検証を実行することが目的です (Amazon Lex はインテントを達成するた
めのスロットデータの一部をユーザーがまだ指定していないことを知っています)。
• messageVersion – 現在 Amazon Lex でサポートされているのは 1.0 バージョンだけです。
c.

この時点では、すべてのスロット値は null です (検証する対象はありません)。Lambda 関数は、
以下のレスポンスを Amazon Lex に返して、AppointmentType スロットの情報を引き出すよう
にサービスに指示します。レスポンスの形式については、「レスポンスの形式 (p. 146)」を参照
してください。
{

"dialogAction": {
"slotToElicit": "AppointmentType",
"intentName": "MakeAppointment",
"responseCard": {
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"genericAttachments": [
{
"buttons": [
{
"text": "cleaning (30 min)",
"value": "cleaning"
},
{
"text": "root canal (60 min)",
"value": "root canal"
},
{
"text": "whitening (30 min)",
"value": "whitening"
}
],
"subTitle": "What type of appointment would you like to

schedule?",

}

"title": "Specify Appointment Type"

],
"version": 1,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic"

},
"slots": {
"AppointmentType": null,
"Date": null,
"Time": null
},
"type": "ElicitSlot",
"message": {
"content": "What type of appointment would you like to schedule?",
"contentType": "PlainText"
}

}

},
"sessionAttributes": {}

このレスポンスには、dialogAction フィールドと sessionAttributes フィールドが含まれ
ています。特に、dialogAction フィールドでは以下のフィールドが返されています。
• type – このフィールドを ElicitSlot に設定することで、Lambda 関数は、slotToElicit
フィールドで指定しているスロットの値を引き出すように Amazon Lex に指示していま
す。Lambda 関数は、ユーザーに伝えるメッセージである message も提供しています。
• responseCard – AppointmentType スロットで使用可能な値のリストを特定しています。
レスポンスカードをサポートしているクライアント (たとえば、Facebook Messenger) では、
ユーザーが予約タイプを選択できるレスポンスカードが次のように表示されます。
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d.

Lambda 関数からのレスポンス内の dialogAction.type で示されているように、Amazon Lex
は以下のレスポンスをクライアントに返します。

クライアントが応答を読み取り、次のメッセージが表示されます。"どのようなタイプの予約をス
ケジュールしますか?" レスポンスカード (クライアントでサポートされている場合) を表示しま
す。
2.

ユーザー: クライアントに応じて、次の2つのオプションがあります。
• レスポンスカードが表示されている場合は、[root canal (60 分)] あるいはタイプ root canal を選
択します。
• クライアントでレスポンスカードがサポートされていない場合は、「root canal」と入力しま
す。
a.

クライアントは以下の PostText リクエスト (読みやすいように改行が追加されています) を
Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

b.

"inputText": "root canal",
"sessionAttributes": {}

Amazon Lex は以下のイベントをパラメータとして送信することで、ユーザーデータの検証のた
めに Lambda 関数を呼び出します。
{

"currentIntent": {
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": null,
"Time": null
},
"name": "MakeAppointment",
"confirmationStatus": "None"
},
"bot": {
"alias": null,
"version": "$LATEST",
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}

"name": "ScheduleAppointment"
},
"userId": "bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"outputDialogMode": "Text",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {}

イベントデータで次の点に注意してください。
• invocationSource 引き続き DialogCodeHook. このステップでは、ユーザー・データを検
証します。
• Amazon Lex は currentIntent.slots スロットの AppointmentType フィールドを root
canal に設定します。
• Amazon Lex はクライアントと Lambda 関数の間で sessionAttributes フィールドを渡す
だけです。
c.

Lambda 関数はユーザー入力を検証し、予約日付の値を引き出すようにサービスに指示する、以
下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

"dialogAction": {
"slotToElicit": "Date",
"intentName": "MakeAppointment",
"responseCard": {
"genericAttachments": [
{
"buttons": [
{
"text": "2-15 (Wed)",
"value": "Wednesday, February 15, 2017"
},
{
"text": "2-16 (Thu)",
"value": "Thursday, February 16, 2017"
},
{
"text": "2-17 (Fri)",
"value": "Friday, February 17, 2017"
},
{
"text": "2-20 (Mon)",
"value": "Monday, February 20, 2017"
},
{
"text": "2-21 (Tue)",
"value": "Tuesday, February 21, 2017"
}
],
"subTitle": "When would you like to schedule your root canal?",
"title": "Specify Date"
}
],
"version": 1,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic"
},
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": null,
"Time": null
},
"type": "ElicitSlot",
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"message": {
"content": "When would you like to schedule your root canal?",
"contentType": "PlainText"
}

}

},
"sessionAttributes": {}

ここでも、レスポンスに dialogAction フィールドと sessionAttributes フィールドが含ま
れています。特に、dialogAction フィールドでは以下のフィールドが返されています。
• type – このフィールドを ElicitSlot に設定することで、Lambda 関数は、slotToElicit
フィールドで指定しているスロットの値を引き出すように Amazon Lex に指示しま
す。Lambda 関数は、ユーザーに伝えるメッセージである message も提供しています。
• responseCard – Date スロットで使用可能な値のリストを特定しています。レスポンスカー
ドをサポートしているクライアント (たとえば、Facebook Messenger) では、ユーザーが予約
日付を選択できるレスポンスカードが表示されます。

Lambda 関数は 5 つの日付を返していますが、このクライアント (Facebook Messenger) では
レスポンスカードのボタンが 3 つまでに制限されています。そのため、スクリーンショットで
は最初の 3 つの値だけが表示されています。
これらの日付は Lambda 関数でハードコードされています。本稼働アプリケーションでは、
カレンダーを使用して、予約可能な日付をリアルタイムで取得できます。日付は動的であるた
め、Lambda 関数でレスポンスカードを動的に生成する必要があります。
d.

Amazon Lex は dialogAction.type に気づき、Lambda 関数のレスポンスからの情報を含むレ
スポンスをクライアントに返します。
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クライアントが次のメッセージを表示します。ルートカナルをいつ予約しますか? および応答
カード(クライアントが応答カードをサポートしている場合)。
3.

ユーザー: 種類 Thursday.
a.

クライアントは以下の PostText リクエスト (読みやすいように改行が追加されています) を
Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

b.

"inputText": "Thursday",
"sessionAttributes": {}

Amazon Lex は以下のイベントでパラメータとして送信して、ユーザーデータの検証のために
Lambda 関数を呼び出します。
{

}

"currentIntent": {
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": "2017-02-16",
"Time": null
},
"name": "MakeAppointment",
"confirmationStatus": "None"
},
"bot": {
"alias": null,
"version": "$LATEST",
"name": "ScheduleAppointment"
},
"userId": "u3fpr9gghj02zts7y5tpq5mm4din2xqy",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"outputDialogMode": "Text",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {}
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イベントデータで次の点に注意してください。
• invocationSource 引き続き DialogCodeHook. このステップでは、ユーザー・データの検
証を行います。
• Amazon Lex は currentIntent.slots スロットの Date フィールドを 2017-02-16 に設定
します。
• Amazon Lex はクライアントと Lambda 関数の間で sessionAttributes を渡すだけです。
c.

Lambda 関数はユーザー入力を検証します。今回は、Lambda 関数は指定された日付に予約可能
な時間がないと判断します。この関数は、予約日付の値を再度引き出すようにサービスに指示す
る、以下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

"dialogAction": {
"slotToElicit": "Date",
"intentName": "MakeAppointment",
"responseCard": {
"genericAttachments": [
{
"buttons": [
{
"text": "2-15 (Wed)",
"value": "Wednesday, February 15, 2017"
},
{
"text": "2-17 (Fri)",
"value": "Friday, February 17, 2017"
},
{
"text": "2-20 (Mon)",
"value": "Monday, February 20, 2017"
},
{
"text": "2-21 (Tue)",
"value": "Tuesday, February 21, 2017"
}
],
"subTitle": "When would you like to schedule your root canal?",
"title": "Specify Date"
}
],
"version": 1,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic"
},
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": null,
"Time": null
},
"type": "ElicitSlot",
"message": {
"content": "We do not have any availability on that date, is there
another day which works for you?",
"contentType": "PlainText"
}
},
"sessionAttributes": {
"bookingMap": "{\"2017-02-16\": []}"
}

}
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ここでも、レスポンスに dialogAction フィールドと sessionAttributes フィールドが含ま
れています。特に、dialogAction では以下のフィールドが返されています。
• dialogAction field:
• type – [ Lambda 関数は、この値を に設定します。 ElicitSlot リセットします。
slotToElicit フィールドから Date. [ Lambda また、適切な message ユーザーに伝えま
す。
• responseCard – Date スロットの値のリストを返します。
• sessionAttributes 今回は、Lambda 関数には bookingMap セッション属性が含まれてい
ます。その値は、要求された予約日付と予約可能な時間です (オブジェクトが空の場合は、予
約可能な時間がないことを表します)。
d.

Amazon Lex は dialogAction.type に気づき、Lambda 関数のレスポンスからの情報を含むレ
スポンスをクライアントに返します。

クライアントが次のメッセージを表示します。この日は空室がありません。ご都合の良い日が他
にありますか? および応答カード(クライアントが応答カードをサポートしている場合)。
4.

ユーザー: クライアントに応じて、次の2つのオプションがあります。
• レスポンスカードが表示されている場合は、[2-15 (Wed)] を選択するか、「Wednesday」と入力し
ます。
• クライアントでレスポンスカードがサポートされていない場合は、「Wednesday」と入力します。
a.

クライアントは以下の PostText リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/bijt6rovckwecnzesbthrr1d7lv3ja3n/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText": "Wednesday",
"sessionAttributes": {
}
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Note
Facebook Messenger クライアントではセッション属性は設定されません。リクエスト
間のセッションステータスを保持する場合は、Lambda 関数内でこれを実行する必要が
あります。実際のアプリケーションでは、これらのセッション属性をバックエンドデー
タベースで保持する必要があります。
b.

Amazon Lex は以下のイベントをパラメータとして送信することで、ユーザーデータの検証のた
めに Lambda 関数を呼び出します。
{

}

"currentIntent": {
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": "2017-02-15",
"Time": null
},
"name": "MakeAppointment",
"confirmationStatus": "None"
},
"bot": {
"alias": null,
"version": "$LATEST",
"name": "ScheduleAppointment"
},
"userId": "u3fpr9gghj02zts7y5tpq5mm4din2xqy",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"outputDialogMode": "Text",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {
}

Amazon Lex は Date スロットを 2017-02-15 に設定することで currentIntent.slots を更
新します。
c.

Lambda 関数はユーザー入力を検証し、予約時刻の値を引き出すように指示する、以下のレスポ
ンスを Amazon Lex に返します。
{

"dialogAction": {
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": "2017-02-15",
"Time": "16:00"
},
"message": {
"content": "What time on 2017-02-15 works for you? 4:00 p.m. is our
only availability, does that work for you?",
"contentType": "PlainText"
},
"type": "ConfirmIntent",
"intentName": "MakeAppointment",
"responseCard": {
"genericAttachments": [
{
"buttons": [
{
"text": "yes",
"value": "yes"
},
{
"text": "no",
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}

"value": "no"

],
"subTitle": "Is 4:00 p.m. on 2017-02-15 okay?",
"title": "Confirm Appointment"

}
],
"version": 1,
"contentType": "application/vnd.amazonaws.card.generic"

}

}
},
"sessionAttributes": {
"bookingMap": "{\"2017-02-15\": [\"10:00\", \"16:00\", \"16:30\"]}"
}

ここでも、レスポンスに dialogAction フィールドと sessionAttributes フィールドが含ま
れています。特に、dialogAction では以下のフィールドが返されています。
• dialogAction field:
• type – Lambda 関数はこの値を ConfirmIntent に設定して、message で提示している予
約時刻をユーザーに確認するように Amazon Lex に指示します。
• responseCard – ユーザーが選択できる「はい/いいえ」の値のリストを返します。クライア
ントでレスポンスカードがサポートされている場合、クライアントはそのレスポンスカード
を以下の例のように表示します。

• sessionAttributes Lambda 関数は bookingMap セッション属性を設定し、その値を予約
日付とその日の予約可能な時間に設定します。この例では、予約時間は 30 分間です。1 時間か
かる root canal の場合、予約できるのは 午後 4 時だけです。
d.

Lambda 関数のレスポンス内の dialogAction.type で示されているように、Amazon Lex は以
下のレスポンスをクライアントに返します。
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クライアントが次のメッセージを表示します。2017-02-15 の何時が都合のよい時間ですか?午後
4:00 は、都合の良い時間ですか?
5.

ユーザー: 選択 yes.
Amazon Lex は以下のイベントデータを使用して Lambda 関数を呼び出します。ユーザが応答したた
め yes、 Amazon Lex は、 confirmationStatus ～ Confirmed、および は、 Time フィールド
currentIntent.slots ～ 4 p.m.
{

}

"currentIntent": {
"slots": {
"AppointmentType": "root canal",
"Date": "2017-02-15",
"Time": "16:00"
},
"name": "MakeAppointment",
"confirmationStatus": "Confirmed"
},
"bot": {
"alias": null,
"version": "$LATEST",
"name": "ScheduleAppointment"
},
"userId": "u3fpr9gghj02zts7y5tpq5mm4din2xqy",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook",
"outputDialogMode": "Text",
"messageVersion": "1.0",
"sessionAttributes": {

}

confirmationStatus が確認済みであるため、Lambda 関数はインテント (歯科予約) を処理し、以
下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

"dialogAction": {
"message": {
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"content": "Okay, I have booked your appointment.
p.m. on 2017-02-15",
"contentType": "PlainText"
},
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled"
},
"sessionAttributes": {
"formattedTime": "4:00 p.m.",
"bookingMap": "{\"2017-02-15\": [\"10:00\"]}"
}

We will see you at 4:00

}

以下の点に注意してください。
• Lambda 関数が sessionAttributes を更新しています。
• dialogAction.type が Close に設定されていると、ユーザーの応答を期待しないことを
Amazon Lex に指示しています。
• dialogAction.fulfillmentState が Fulfilled に設定されていて、インテントの達成が完
了したことを示しています。
クライアントが次のメッセージを表示します。なるほど、アポイントメントを予約しまし
た。2017-02-15 16:00にお会いします。.

出張の予約
この例では、複数のインテントをサポートするように設定されているボットの作成を示しています。この
例では、クロスインテント情報共有のためのセッション属性の使用方法も示しています。ボットを作成し
た後で、Amazon Lex コンソールでテストクライアントを使用してボット (BookTrip) をテストします。ク
ライアントでは、PostText (p. 434) ランタイム API オペレーションを使用して、各ユーザー入力に対す
るリクエストが Amazon Lex に送信されます。
[ BookTrip この例の Bot は、2 つの目的 (BookHotel と BookCar)。たとえば、ユーザーが最初にホテルを
予約するとします。その操作中に、ユーザーはチェックイン日時、場所、宿泊数などの情報を指定しま
す。インテントが達成されると、クライアントではセッション属性を使用してこの情報を保持できます。
セッション属性の詳細については、「PostText (p. 434)」を参照してください。
次に、そのユーザーが引き続き車を予約するとします。前の BookHotel (宛先の都市、チェックイン日と
チェックアウト日)、 BookCar は、_のスロット データを初期化します。 BookCar (目的地、集荷都市、集
荷日、返却日)。これは、クロスインテント情報共有によって、ユーザーと動的に会話できるボットを構築
する方法を示しています。
この例では以下のセッション属性を使用しています。クライアントと Lambda 関数のみがセッション属性
を設定して更新できます。Amazon Lex は、クライアントと Lambda 関数間でこのセッション属性を渡す
だけです。Amazon Lex がセッション属性を保持あるいは変更することはありません。
• currentReservation –進行中の予約とその他の関連情報のスロットデータが含まれています。ク
ライアントから Amazon Lex へのリクエストの例を次に示します。この例では、リクエストボディに
currentReservation セッション属性が含まれています。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
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"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText":"Chicago",
"sessionAttributes":{
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":\"Moscow\",
\"RoomType\":null,
\"CheckInDate\":null,
\"Nights\":null}"
}

• lastConfirmedReservation –前のインテントでの類似した情報が含まれています (該当する場合)。
たとえば、ユーザーがホテルを予約し、その後で車両を予約している場合、このセッション属性には前
の BookHotel 意図です。
• confirmationContext –Lambda 関数では、前の予約のスロットデータ (存在する場合) に基づいて一
部のスロットデータを事前入力する際に、これが AutoPopulate に設定されます。これにより、クロ
スインテント情報共有が可能になります。たとえば、ユーザーがホテルを予約した後に車を予約しよう
としている場合、Amazon Lex では、ホテルの予約と同じ場所と日時で車を予約することを確認 (または
拒否) するようにユーザーに指示できます。

この演習では、設計図を使用して Amazon Lex ボットと Lambda 関数を作成します。設計図の詳細につい
ては、「Amazon Lex および AWS Lambda の設計図 (p. 151)」を参照してください。

次のステップ
ステップ1: この演習で使用したブループリントを確認する (p. 195)

ステップ1: この演習で使用したブループリントを確認
する
トピック
• ボットの設計図の概要 (BookTrip) (p. 195)
• Lambda 関数の設計図 (lex-book-trip-python) の概要 (p. 197)

ボットの設計図の概要 (BookTrip)
ボットの作成に使用する設計図 (BookTrip) では、以下が事前設定されています。
• スロットタイプ – 次の 2 つのカスタムスロットタイプ。
• RoomTypes 列挙値付き: king、 queen、および deluxe、 BookHotel 意図です。
• CarTypes 列挙値付き: economy、 standard、 midsize、 full size、 luxury、および
minivan、 BookCar 意図です。
• インテント 1 (BookHotel) – 次のように事前設定されています。
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• 事前設定スロット
• RoomType: RoomTypes カスタムスロットタイプ
• Location: AMAZON.US_CITY 組み込みスロットタイプ
• CheckInDate: AMAZON.DATE 組み込みスロットタイプ
• Nights: AMAZON.NUMBER 組み込みスロットタイプ
• 事前設定発話
• 「ホテルの予約」
• 「ホテルを予約します」
• 「 で 泊の予約」
ユーザーがこのいずれかを発声すると、Amazon Lex は BookHotel がインテントであると判断し
て、ユーザーにスロットデータを求めます。
• 事前設定プロンプト
• Location スロットのプロンプト – 「どの都市に滞在しますか?」
• CheckInDate スロットのプロンプト – 「何日にチェックインしますか?」
• Nights スロットのプロンプト – 「何泊しますか?」
• RoomType スロットのプロンプト – 「部屋のタイプはクイーン、キング、デラックスのどれにしま
すか?」
• 確認ステートメント – 「かしこまりました。{Location} での {CheckInDate} から {Nights} 泊の滞在
を承りました。この内容で予約いたしましょうか?」
• 拒否 – 「かしこまりました。予約をキャンセルしました。」

• インテント 2 (BookCar) – 次のように事前設定されています。
• 事前設定スロット
• PickUpCity: AMAZON.US_CITY 組み込みタイプ
• PickUpDate: AMAZON.DATE 組み込みタイプ
• ReturnDate: AMAZON.DATE 組み込みタイプ
• DriverAge: AMAZON.NUMBER 組み込みタイプ
• CarType: CarTypes カスタムタイプ
• 事前設定発話
• 「車の予約」
• 「レンタカーの予約」
• 「車を予約します」
ユーザーがこれらのいずれかを鳴らした場合、 Amazon Lex 決定 BookCar が意図され、ユーザーにス
ロット データの入力を求めるプロンプトが表示されます。
• 事前設定プロンプト
• PickUpCity スロットのプロンプト – 「どの都市でレンタカーが必要ですか?」
• PickUpDate スロットのプロンプト – 「レンタカーは何日から使用しますか?」
• ReturnDate スロットのプロンプト – 「レンタカーは何日に返却しますか?」
• DriverAge スロットのプロンプト – 「このレンタカーを運転する方の年齢を教えてください」
• CarType スロットのプロンプト – 「どのタイプのレンタカーを希望しますか? 当社では小型車、中
型車、高級車の中からお選びいただけます」
• 確認ステートメント – 「かしこまりました。{PickUpDate} から {ReturnDate} までの期間で、
{PickUpCity} での {CarType} タイプのレンタカーのご予約を承りました。この内容で予約いたしま
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Lambda 関数の設計図 (lex-book-trip-python) の概要
AWS Lambda には、ボットの設計図に加えて、この設計図でコードフックとして使用できる設計図 (lexbook-trip-python) が用意されています。ボットの設計図とそれに対応する Lambda 関数の設計図の一覧に
ついては、「Amazon Lex および AWS Lambda の設計図 (p. 151)」を参照してください。
ボットを作成する場合は、 BookTrip 設計図では、両方の意図(BookCar および BookHotel) をこの Lambda
ユーザデータ入力の初期化・検証と目的達成のコードフックとして機能する。
この Lambda 関数のコードでは、ユーザーに関する既知の情報 (セッション属性で保持されている) を使用
してインテントのスロット値を初期化する、動的会話の例を示しています。詳細については、会話コンテ
キストの管理 (p. 20) を参照してください。
次のステップ
ステップ2: Amazon Lex ボットを作成します。 (p. 197)

ステップ2: Amazon Lex ボットを作成します。
このセクションでは、Amazon Lex ボット (BookTrip) を作成します。
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

[Bots] ページで、[Create] を選択します。

3.

[Create your Lex bot] ページで、以下の操作を行います。
• [BookTrip] 設計図を選択します。
• ボット名 (BookTrip) はデフォルトのままにしておきます。

4.

[作成] を選択します。コンソールによって、ボットを作成するための一連のリクエストが Amazon
Lex に送信されます。以下の点に注意してください。

5.

コンソールには、 BookTrip ボット。[ 編集者 タブで、事前構成済みのインテント (BookCar および
BookHotel)。

6.

テストウィンドウでボットをテストします。以下を使用して、ボットとのテスト会話を開始します。
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最初のユーザー入力 (「ホテルの予約」) によって、Amazon Lex はインテント (BookHotel) を推測し
ます。ボットは、このインテントに事前設定されているプロンプトを使用して、ユーザーからスロッ
トデータを引き出します。ユーザーがすべてのスロットデータを提供すると、Amazon Lex は、すべ
てのユーザー入力をメッセージとして含むレスポンスをクライアントに返します。クライアントはレ
スポンス内のメッセージを次のように表示します。
CheckInDate:2016-12-18 Location:Chicago Nights:5 RoomType:queen

次に、会話を続行して車の予約を試みます。
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次の点に注意してください。
• この時点ではユーザーデータの検証は行われません。たとえば、ホテルを予約する都市を任意に指
定できます。
• 同じ情報 (目的地、受け取り場所、受け取り日付、および返却日時) の一部を再度指定して車を予約
します。動的会話では、ホテルの予約でユーザーが前に指定した情報に基づいて、ボットがこの情
報の一部を初期化する必要があります。
次のセクションでは、一部のユーザーデータの検証と、セッション属性によるクロスインテント情報
共有を使用した初期化を行う Lambda 関数を作成します。次に、ユーザー入力の初期化/検証およびイ
ンテントの達成を実行するコードフックとして Lambda 関数を追加して、インテント設定を更新しま
す。
次のステップ
ステップ3: Lambda 関数の作成 (p. 200)
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ステップ3: Lambda 関数の作成
このセクションでは、AWS Lambda コンソールに用意されている設計図 (lex-book-trip-python) を使用し
て Lambda 関数を作成します。また、コンソールで提供されているサンプルイベントデータを使用して
Lambda 関数を呼び出すことにより、この関数をテストします。
この Lambda 関数は Python で記述されます。
1.

AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/lambda/ にある AWS
Lambda コンソールを開きます。

2.

[Create function (関数の作成)] を選択します。

3.

[設計図の使用] を選択します。「lex」と入力して設計図を検索し、lex-book-trip-python 設計
図を選択します。

4.

選択 構成 [ Lambda 機能する。
• Lambda 関数名 (BookTripCodeHook) を入力します。
• ロールとして [Create a new role from template(s)] を選択し、ロール名を入力します。
• 他はデフォルト値のままにしておきます。

5.

[Create function (関数の作成)] を選択します。

6.

英語(US)(en-US)以外のロケールを使用している場合は、 特定のロケールの設計図の更新 (p. 151).

7.

Lambda 関数をテストします。ホテルの予約と車の予約の両方のサンプルデータを使用して、Lambda
関数を 2 回呼び出します。
a.

選択 テストイベントの設定 から テストイベントの選択 ドロップダウン。

b.

選択 Amazon Lex Bookホテル から サンプルイベントテンプレート リスト。
このサンプルイベントは Amazon Lex のリクエスト/レスポンスモデルと一致します。詳細につい
ては、Lambda 関数の使用 (p. 141) を参照してください。

c.

[Save and test] を選択します。

d.

[ Lambda 機能が正常に実行されました。この例のレスポンスは、Amazon Lex レスポンスモデル
と一致します。

e.

このステップを繰り返します。今回は、 Amazon Lexブックカー から サンプルイベントテンプ
レート リスト。Lambda 関数によって車の予約が処理されます。

次のステップ
ステップ4: [ Lambda コードフックとして機能 (p. 200)

ステップ4: [ Lambda コードフックとして機能
このセクションでは、 BookCar および BookHotel 意図を Lambda 初期化/検証およびフルフィルメント活
動のためのコードフックとして機能する。更新できるのは Amazon Lex リソースの $LATEST バージョン
のみであるため、インテントの $LATEST バージョンを選択していることを確認します。
1.

Amazon Lex コンソールで、[BookTrip] ボットを選択します。

2.

[Editor] タブで、[BookHotel] インテントを選択します。インテント設定を次のように更新します。
a.

インテントのバージョン (インテント名の横にある) が $LATEST であることを確認します。

b.

Lambda 関数を次のように初期化および検証のコードフックとして追加します。
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• [Options] で、[Initialization and validation code hook] を選択します。
• リストから Lambda 関数を選択します。
c.

Lambda 関数を次のように受理のコードフックとして追加します。
• [Fulfillment] で、[AWS Lambda function] を選択します。
• リストから Lambda 関数を選択します。
• [Goodbye message] を選択し、メッセージを入力します。

d.

[Save] を選択します。

3.

[ 編集者 ]タブで、 BookCar 意図です。前述のステップに従って、Lambda 関数を検証とフルフィルメ
ントのコードフックとして追加します。

4.

[Build] を選択します。コンソールによって、設定を保存するための一連のリクエストが Amazon Lex
に送信されます。

5.

ボットをテストします。これで初期化、ユーザーデータの検証、およびフルフィルメントを実行する
Lambda 関数を作成したので、ユーザー操作での違いを確認できます。
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クライアント (コンソール) から Amazon Lex へのデータフローおよび Amazon Lex から Lambda 関数
へのデータフローの詳細については、「データフロー: ホテルのインテントを予約する (p. 203)」を
参照してください。
6.

会話を続行して、次のように車を予約します。

車を予約する場合、クライアント(コンソール)は、 Amazon Lex (前の会話からの)セッション属性を
含む BookHotel)。 Amazon Lex はこの情報を Lambda 関数は、 BookCar スロットデータ(つまり、
PickUpDate, ReturnDate、および PickUpCity)。

Note
これは、セッション属性を使用してインテント間でコンテキストを保持する方法を示してい
ます。コンソールクライアントでは、テストウィンドウにある [Clear] リンクを使用して以前
のセッション属性をクリアできます。
クライアント (コンソール) から Amazon Lex へのデータフローおよび Amazon Lex から Lambda 関数
へのデータフローの詳細については、「データフロー: 自動車予約の意図 (p. 212)」を参照してくだ
さい。
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情報フローの詳細
この演習では、 Amazon Lex BookTrip ボットは、 Amazon Lex コンソール。このセクションでは次の項目
について説明します。
• クライアントと Amazon Lex の間のデータフロー。

このセクションでは、クライアントが PostText ランタイム API を使用して Amazon Lex にリクエ
ストを送信することを前提としていて、それに応じてリクエストとレスポンスの詳細を示していま
す。PostText ランタイム API の詳細については、「PostText (p. 434)」を参照してください。

Note
クライアントが PostContent API を使用する場合の、クライアントと Amazon Lex の間の情
報フローの例については、「ステップ 2a (オプション): 音声による情報フローの詳細を確認す
る (コンソール) (p. 75)」を参照してください。
• Amazon Lex と Lambda 関数の間のデータフロー。詳細については、Lambda 関数の入力イベントとレ
スポンスの形式 (p. 141) を参照してください。
トピック
• データフロー: ホテルのインテントを予約する (p. 203)
• データフロー: 自動車予約の意図 (p. 212)

データフロー: ホテルのインテントを予約する
このセクションでは、各ユーザー入力の後に何が起こるかを説明します。
1.

ユーザー: 「ホテルの予約」
a.

クライアント (コンソール) は以下の PostText (p. 434) リクエストを Amazon Lex に送信しま
す。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{
}

"inputText":"book a hotel",
"sessionAttributes":{}

リクエストの URI と本文の両方で Amazon Lex に情報が提供されています。
• リクエスト URI – ボット名 (BookTrip)、ボットのエイリアス ($LATEST)、およびユー
ザー名が提供されています。末尾の text では、これが PostText API リクエストである
(PostContent ではない) ことが示されています。
• 依頼本文 – ユーザー入力(inputText)および空 sessionAttributes. 最初は、これは空のオ
ブジェクトであり、 Lambda function first は、セッション属性を設定します。
b.

Amazon Lex は inputText からインテント (BookHotel) を検出します。このインテントに
は、ユーザーデータの初期化/検証を行うためのコードフックとして Lambda 関数が設定され
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ています。したがって、Amazon Lex は以下の情報をイベントパラメータ (「入力イベントの形
式 (p. 141)」を参照) として渡して Lambda 関数を呼び出します。
{

}

"messageVersion":"1.0",
"invocationSource":"DialogCodeHook",
"userId":"wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes":{
},
"bot":{
"name":"BookTrip",
"alias":null,
"version":"$LATEST"
},
"outputDialogMode":"Text",
"currentIntent":{
"name":"BookHotel",
"slots":{
"RoomType":null,
"CheckInDate":null,
"Nights":null,
"Location":null
},
"confirmationStatus":"None"
}

クライアントによって送信された情報に加えて、Amazon Lex は以下の追加データも含めます。
• messageVersion – 現在 Amazon Lex でサポートされているのは 1.0 バージョンだけです。
• invocationSource – Lambda 関数呼び出しの目的を示しています。この場合は、ユーザー
データの初期化および検証を実行することが目的です (この時点で、Amazon Lex はインテント
を達成するためのスロットデータの一部をユーザーが指定していないことを知っています)。
• currentIntent – すべてのスロット値は null に設定されています。
c.

この時点では、すべてのスロット値は null です。Lambda 関数が検証する対象はありませ
ん。Lambda 関数は以下のレスポンスを Amazon Lex に返します。レスポンスの形式について
は、「レスポンスの形式 (p. 146)」を参照してください。
{

"sessionAttributes":{
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":null,
\"RoomType\":null,\"CheckInDate\":null,\"Nights\":null}"
},
"dialogAction":{
"type":"Delegate",
"slots":{
"RoomType":null,
"CheckInDate":null,
"Nights":null,
"Location":null
}
}
}

Note
• currentReservation – Lambda 関数はこのセッション属性を含めます。この値
は、現在のスロット情報と予約タイプのコピーです。
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これらのセッション属性を更新できるのは Lambda 関数とクライアントだけであ
り、Amazon Lex はこの値を渡すだけです。
• dialogAction.type – この値を Delegate に設定すると、Lambda 関数は次の一連
のアクションの責任を Amazon Lex に委任します。
Lambda 関数は、ユーザーデータの検証で何かを検出すると、次に何をするかを
Amazon Lex に指示します。
d.

Amazon Lex は dialogAction.type に従って次の一連のアクションを判断します。—つまり、
ユーザーから Location スロットに対するデータを引き出します。このスロットにプロンプト
メッセージの 1 つ (「どの都市に滞在しますか?」) をインテント設定に応じて選択し、ユーザー
に次のレスポンスを送信します。

セッション属性がクライアントに渡されます。
クライアントが応答を読み取り、次のメッセージが表示されます。"どの都市に滞在しますか?"
2.

ユーザー: 「モスクワ」
a.

クライアントは以下の PostText リクエスト (読みやすいように改行が追加されています) を
Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText":"Moscow",
"sessionAttributes":{
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":null,
\"RoomType\":null,
\"CheckInDate\":null,
\"Nights\":null}"
}

クライアントは、inputText に加えて、受信したのと同じ currentReservation セッション
属性を含めます。
b.

Amazon Lex はまず、現在のインテントのコンテキストの inputText を解釈します (このサー
ビスでは Location スロットに関する情報を特定のユーザーに求めていたことが記憶されていま
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す)。現在のインテントのスロット値を更新し、以下のイベントを使用して Lambda 関数を呼び出
します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":null,
\"RoomType\":null,\"CheckInDate\":null,\"Nights\":null}"
},
"bot": {
"name": "BookTrip",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "BookHotel",
"slots": {
"RoomType": null,
"CheckInDate": null,
"Nights": null,
"Location": "Moscow"
},
"confirmationStatus": "None"
}
}

Note
• invocationSource 引き続き DialogCodeHook. このステップでは、ユーザー・
データを検証します。
• Amazon Lex はセッション属性を Lambda 関数に渡すだけです。
• currentIntent.slots では、Amazon Lex は Location スロットを Moscow に更
新しています。
c.

Lambda 関数は、ユーザーデータの検証を実行し、Moscow は無効な場所であると判断します。

Note
この演習の Lambda 関数には、有効な都市の単純なリストがあり、Moscow はそのリス
トに存在しません。本稼働アプリケーションでは、この情報の取得にバックエンドデー
タベースを使用できます。
この関数は、スロット値を null にリセットし、以下のレスポンスを送信して、ユーザーに別の場
所を指定し直すように求めることを Amazon Lex に指示します。
{

"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":\"Moscow
\",\"RoomType\":null,\"CheckInDate\":null,\"Nights\":null}"
},
"dialogAction": {
"type": "ElicitSlot",
"intentName": "BookHotel",
"slots": {
"RoomType": null,
"CheckInDate": null,
"Nights": null,
"Location": null
},
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"slotToElicit": "Location",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "We currently do not support Moscow as a valid destination.
Can you try a different city?"
}
}

}

Note
• currentIntent.slots.Location は null にリセットされています。
• dialogAction.type は ElicitSlot に設定されています。これにより、以下を指
定してユーザーに再入力を求めるように Amazon Lex に指示しています。
• dialogAction.slotToElicit – ユーザーからデータを引き出すスロット。
• dialogAction.message – ユーザーに伝えるメッセージ (message)。
d.

Amazon Lex は dialogAction.type に気づき、以下のレスポンスでその情報をクライアントに
渡します。

クライアントは単に次のメッセージを表示します。「現在、モスクワを有効な目的地としてサ
ポートしていません。別の都市を指定いただけますか?」というメッセージを表示するだけです。
3.

ユーザー: 「シカゴ」
a.

クライアントは以下の PostText リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

"inputText":"Chicago",
"sessionAttributes":{
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":\"Moscow\",
\"RoomType\":null,
\"CheckInDate\":null,
\"Nights\":null}"
}
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b.

Amazon Lex は、これが Location スロットに対して引き出されているデータであるというコン
テキストを知っています。このコンテキストでは、&LEX; は inputText が Location スロット
に対する値であることを知っています。以下のイベントを送信することで Lambda 関数を呼び出
します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":Moscow,
\"RoomType\":null,\"CheckInDate\":null,\"Nights\":null}"
},
"bot": {
"name": "BookTrip",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "BookHotel",
"slots": {
"RoomType": null,
"CheckInDate": null,
"Nights": null,
"Location": "Chicago"
},
"confirmationStatus": "None"
}
}

Amazon Lex は Location スロットを Chicago に設定して、currentIntent.slots を更新
します。
c.

DialogCodeHook の invocationSource の値に従って、Lambda 関数はユーザーデータの検
証を実行します。この関数は、Chicago を有効なスロット値として認識し、これに応じてセッ
ション属性を更新して、以下のレスポンスを Amazon Lex に返します。
{

"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":
\"Chicago\",\"RoomType\":null,\"CheckInDate\":null,\"Nights\":null}"
},
"dialogAction": {
"type": "Delegate",
"slots": {
"RoomType": null,
"CheckInDate": null,
"Nights": null,
"Location": "Chicago"
}
}
}

Note
• currentReservation – Lambda 関数は Location を Chicago に設定して、この
セッション属性を更新します。
• dialogAction.type – はに設定されています Delegate. ユーザーデータが有効
で、 Lambda 機能指示 Amazon Lex 次の行動を選択します。
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d.

Amazon Lex は dialogAction.type に応じて次のアクションの方向性を選択します。Amazon
Lex は、より多くのスロットデータが必要であることを知っているため、インテント設定に従っ
て最も優先度が高い次の未指定スロット (CheckInDate) を選択します。このスロットにプロン
プトメッセージの 1 つ (「何日にチェックインしますか?」) をインテント設定に応じて選択し、
クライアントに次のレスポンスを返答として送信します。

クライアントが次のメッセージを表示します。"チェックインしたい日は?"
4.

ユーザーの操作が続行され、—ユーザーがデータを提供し、Lambda 関数がデータを検証して次の一
連のアクションを Amazon Lex に委任します。最終的に、ユーザーはすべてのスロットデータを提
供し、Lambda 関数はすべてのユーザー入力を検証し、Amazon Lex はすべてのスロットデータがそ
ろっていることを認識します。

Note
この演習では、ユーザーがすべてのスロットデータを提供すると、Lambda 関数はホテル予
約の価格を計算し、それを別のセッション属性 (currentReservationPrice) として返し
ます。
この時点で、その意図を果たす準備は整っていますが、 BookHotel は、ユーザーの確認を求める確認
プロンプトで構成されています。 Amazon Lex 意図を満たすことができます。したがって、Amazon
Lex は、ホテルを予約する前に確認をリクエストする以下のメッセージをクライアントに送信しま
す。
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クライアントが次のメッセージを表示します。「分かりました。2016-12-18からシカゴで5泊しま
す。この内容で予約いたしましょうか?」
5.

ユーザー: 「はい」
a.

クライアントは以下の PostText リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

b.

"inputText":"Yes",
"sessionAttributes":{
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":\"Chicago\",
\"RoomType\":\"queen\",
\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",
\"Nights\":\"5\"}",
"currentReservationPrice":"1195"
}

Amazon Lex は現在のインテントを確認するコンテキストで inputText を解釈します。Amazon
Lex は、ユーザーがこの予約の進行を望んでいることを理解しています。Amazon Lex は今回
は、以下のイベントを送信して Lambda 関数を呼び出し、インテントを達成します。このイベン
トで invocationSource を FulfillmentCodeHook に設定することで、Lambda 関数に送信
します。また、Amazon Lex は confirmationStatus を Confirmed に設定します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "FulfillmentCodeHook",
"userId": "wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location\":
\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}",
"currentReservationPrice": "956"
},
"bot": {
"name": "BookTrip",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
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}

},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "BookHotel",
"slots": {
"RoomType": "queen",
"CheckInDate": "2016-12-18",
"Nights": "5",
"Location": "Chicago"
},
"confirmationStatus": "Confirmed"
}

Note
• invocationSource – Amazon Lex は今回はこの値を FulfillmentCodeHook に設
定して、インテントを達成するように Lambda 関数に指示しています。
• confirmationStatus – はに設定されています Confirmed.
c.

今回は、 Lambda 関数は、 BookHotel 意図、 Amazon Lex が予約を完了し、次の応答が返されま
す。
{

"sessionAttributes": {
"lastConfirmedReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location
\":\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}"
},
"dialogAction": {
"type": "Close",
"fulfillmentState": "Fulfilled",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "Thanks, I have placed your reservation.
Please let me
know if you would like to book a car rental, or another hotel."
}
}
}

Note
• lastConfirmedReservation – Lambda 関数が追加した新しいセッション属性です
(currentReservation や currentReservationPrice ではなく)。
• dialogAction.type – Lambda 関数はこの値を Close に設定して、ユーザーの応
答を期待しないことを Amazon Lex に示しています。
• dialogAction.fulfillmentState – これは Fulfilled に設定され、ユーザーに
伝える適切なメッセージ (message) が含まれています。

d.

Amazon Lex は fulfillmentState を確認し、以下のレスポンスをクライアントに送信しま
す。
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Note
• dialogState – Amazon Lex はこの値を Fulfilled に設定しています。
• message – Lambda 関数が提供したのと同じメッセージです。
クライアントはそのメッセージを表示します。

データフロー: 自動車予約の意図
[ BookTrip この演習の Bot は 2 つの目的 (BookHotel と BookCar)。ホテルを予約した後に、ユーザーは
会話を続行して車を予約できます。セッションがタイムアウトしない限り、それ以降の各リクエスト
で、クライアントはセッション属性 (この例では、lastConfirmedReservation) を送信し続けます。
[ Lambda ファンクションは、この情報を使用して、 BookCar 意図です。この例では、クロスインテント
情報共有でのセッション属性の使用方法を示しています。
具体的には、ユーザーが BookCar 意図、 Lambda 関数は、session属性の関連情報を使用して、スロット
(PickUpDate、 ReturnDate、および PickUpCity) BookCar 意図です。

Note
Amazon Lex コンソールでは、[Clear (クリア)] リンクを使用して以前のセッション属性をクリア
できます。
この手順の以下のステップに従って会話を続行します。
1.

ユーザー: 「車も予約します」
a.

クライアントは以下の PostText リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

"inputText":"also book a car",
"sessionAttributes":{
"lastConfirmedReservation":""{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":\"Chicago\",
\"RoomType\":\"queen\",
\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",
\"Nights\":\"5\"}"
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}

}

クライアントは lastConfirmedReservation セッション属性を含めます。
b.

Amazon Lex は、 inputText. このインテントは、 Lambda ユーザー データの初期化および検証
を実行する機能。 Amazon Lex は、 Lambda 次のイベントを持つ関数:
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes": {
"lastConfirmedReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location
\":\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}"
},
"bot": {
"name": "BookTrip",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "BookCar",
"slots": {
"PickUpDate": null,
"ReturnDate": null,
"DriverAge": null,
"CarType": null,
"PickUpCity": null
},
"confirmationStatus": "None"
}
}

Note
• messageVersion – 現在 Amazon Lex でサポートされているのは 1.0 バージョンのみ
です。
• invocationSource – 呼び出しの目的が初期化とユーザーデータの検証の実行である
ことを示しています。
• currentIntent – インテント名とスロットが含まれています。この時点では、すべ
てのスロット値は null です。
c.

Lambda 関数は、すべてのスロット値が null であり、検証する対象がないことに気
づきます。ただし、この関数は、セッション属性を使用して一部のスロットデータ
(PickUpDate、ReturnDate、および PickUpCity) を初期化し、以下のレスポンスを返しま
す。
{

"sessionAttributes": {
"lastConfirmedReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location
\":\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}",
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Car\",\"PickUpCity\":null,
\"PickUpDate\":null,\"ReturnDate\":null,\"CarType\":null}",
"confirmationContext": "AutoPopulate"
},
"dialogAction": {
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"type": "ConfirmIntent",
"intentName": "BookCar",
"slots": {
"PickUpCity": "Chicago",
"PickUpDate": "2016-12-18",
"ReturnDate": "2016-12-22",
"CarType": null,
"DriverAge": null
},
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "Is this car rental for your 5 night stay in Chicago on
2016-12-18?"
}
}

}

Note
• Lambda 関数は、lastConfirmedReservation に加えて、より多くのセッション属
性 (currentReservation および confirmationContext) を含めています。
• dialogAction.type は に設定されています ConfirmIntentは、 Amazon Lex
ユーザー( confirmationContext 設定 AutoPopulate、Lambda関数は、yes/noユーザー応
答が、初期化の Lambda 実行された関数(自動的に入力されたスロット データ)。

また、Lambda 関数は、Amazon Lex がクライアントに返す
dialogAction.message の情報メッセージをレスポンスに含めています。

Note
ConfirmIntent (dialogAction.type の値) という用語は、ボットのイン
テントとは関係ありません。この例では、ユーザーから「はい/いいえ」の応
答を得るように Amazon Lex に指示するために、Lambda 関数でこの用語が
使用されています。
d.

dialogAction.type に応じて、Amazon Lex は以下のレスポンスをクライアントに返します。

クライアントが次のメッセージを表示します。「このレンタカーは、2016-12-18 にシカゴに 5 泊
ご宿泊ですか?」
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2.

ユーザー: 「はい」
a.

クライアントは以下の PostText リクエストを Amazon Lex に送信します。
POST /bot/BookTrip/alias/$LATEST/user/wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3/text
"Content-Type":"application/json"
"Content-Encoding":"amz-1.0"
{

}

b.

"inputText":"yes",
"sessionAttributes":{
"confirmationContext":"AutoPopulate",
"currentReservation":"{\"ReservationType\":\"Car\",
\"PickUpCity\":null,
\"PickUpDate\":null,
\"ReturnDate\":null,
\"CarType\":null}",
"lastConfirmedReservation":"{\"ReservationType\":\"Hotel\",
\"Location\":\"Chicago\",
\"RoomType\":\"queen\",
\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",
\"Nights\":\"5\"}"
}

Amazon Lex は inputText を読み取り、そのコンテキスト (自動入力の確認をユーザーに求めた
こと) を知っています。Amazon Lex は次のイベントを送信して、Lambda 関数を呼び出します。
{

"messageVersion": "1.0",
"invocationSource": "DialogCodeHook",
"userId": "wch89kjqcpkds8seny7dly5x3otq68j3",
"sessionAttributes": {
"confirmationContext": "AutoPopulate",
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Car\",\"PickUpCity\":null,
\"PickUpDate\":null,\"ReturnDate\":null,\"CarType\":null}",
"lastConfirmedReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location
\":\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}"
},
"bot": {
"name": "BookTrip",
"alias": null,
"version": "$LATEST"
},
"outputDialogMode": "Text",
"currentIntent": {
"name": "BookCar",
"slots": {
"PickUpDate": "2016-12-18",
"ReturnDate": "2016-12-22",
"DriverAge": null,
"CarType": null,
"PickUpCity": "Chicago"
},
"confirmationStatus": "Confirmed"
}
}

ユーザーが「はい」と応答しているため、Amazon Lex は confirmationStatus を
Confirmed に設定します。
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c.

confirmationStatus によって、Lambda 関数は事前入力された値が正しいことを知っていま
す。Lambda 関数は以下を実行します。
• currentReservation セッション属性を、事前入力されていたスロット値に更新します。
• _を設定します dialogAction.type ～ ElicitSlot
• slotToElicit の値を DriverAge に設定します。
以下の応答が送信されます。
{

"sessionAttributes": {
"currentReservation": "{\"ReservationType\":\"Car\",\"PickUpCity\":
\"Chicago\",\"PickUpDate\":\"2016-12-18\",\"ReturnDate\":\"2016-12-22\",\"CarType
\":null}",
"lastConfirmedReservation": "{\"ReservationType\":\"Hotel\",\"Location
\":\"Chicago\",\"RoomType\":\"queen\",\"CheckInDate\":\"2016-12-18\",\"Nights\":
\"5\"}"
},
"dialogAction": {
"type": "ElicitSlot",
"intentName": "BookCar",
"slots": {
"PickUpDate": "2016-12-18",
"ReturnDate": "2016-12-22",
"DriverAge": null,
"CarType": null,
"PickUpCity": "Chicago"
},
"slotToElicit": "DriverAge",
"message": {
"contentType": "PlainText",
"content": "How old is the driver of this car rental?"
}
}
}

d.

Amazon Lex は以下のレスポンスを返します。

「このレンタカーのドライバーは何歳ですか?」というメッセージが表示されます。会話が続行さ
れます。
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応答カードの使用
この演習では、レスポンスカードを追加して「開始方法」の演習 1 を拡張します。_をサポートするボッ
トを作成します OrderFlowers 意図、そして FlowerType スロット。FlowerType スロットの次のプロン
プトの他に、ユーザーはレスポンスカードから花の種類を選択できます。
What type of flowers would you like to order?

以下はレスポンスカードです。

ボットのユーザーは、花の種類をテキスト入力するか、リストから選択できます。このレスポンスカード
にはイメージが設定されています。これは次のようにクライアントに表示されます。レスポンスカードの
詳細情報については、「レスポンスカード (p. 16)」を参照してください。
ボットを作成して、レスポンスカードでテストするには
1.

[Getting Started Exercise 1]に従って、 OrderFlowers ボット。ステップ 1、2、3 を完了する必要があ
ります。レスポンスカードをテストするために Lambda 関数を追加する必要はありません。手順につ
いては、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参照して
ください。

2.

レスポンスカードを追加してボットを更新し、バージョンを発行します。バージョンを発行し、その
バージョンを参照するエイリアス (BETA) を指定します。
a.

Amazon Lex コンソールでボットを選択します。

b.

[OrderFlowers] インテントを選択します。

c.

[Prompt] で [What type of flowers] の横にある歯車アイコン (設定) を選択して、[FlowerType] の
レスポンスカードを設定します。
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d.

次のスクリーンショットに示すように、カードにタイトルを付け、3 つのボタンを設定します。
オプションでイメージの URL を指定して、レスポンスカードにイメージを追加することもできま
す。Twilio SMS を使用してボットをデプロイする場合、イメージの URL を指定する必要があり
ます。
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3.

e.

[Save] を選択してレスポンスカードを保存します。

f.

[Save intent] を選択して、インテントの設定を保存します。

g.

ボットを構築するには、[Build] を選択します。

h.

ボットのバージョンを発行するには、[Publish] を選択します。ボットのバージョンを参照するエ
イリアスとして BETA を指定します。バージョニングの詳細については、「バージョニングとエ
イリアス (p. 137)」を参照してください。

メッセージングプラットフォームのボットをデプロイします。
• Facebook Messenger プラットフォームでボットをデプロイし、統合をテストします。手順につい
ては、「Integrating an Amazon Lex Bot with Facebook Messenger (p. 154)」を参照してください。
花を注文する際に、メッセージウィンドウにレスポンスカードが表示され、花の種類が選択できま
す。
• Slack プラットフォームでボットをデプロイし、統合をテストします。手順については、
「Integrating an Amazon Lex Bot with Slack (p. 160)」を参照してください。花を注文する際に、
メッセージウィンドウにレスポンスカードが表示され、花の種類が選択できます。
• Twilio SMS プラットフォームのボットをデプロイします。手順については、「Integrating an
Amazon Lex Bot with Twilio Programmable SMS (p. 164)」を参照してください。花を注文する
と、Twilio のメッセージにレスポンスカードからのイメージが表示されます。Twilio SMS はレスポ
ンスでボタンをサポートしていません。
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発話の更新
この演習では、「開始方法」の演習 1 で作成した発話に新しい発話を追加します。Amazon Lex コンソー
ルの [Monitoring (モニタリング)] タブを使用して、ボットで認識されなかった発話を確認します。ユー
ザーのエクスペリエンスを向上させるために、これらの発話をボットに追加します。

Note
発話の統計は 1 日に 1 回生成されます。認識されなかった発話、聞いた回数、発話を最後に聞い
た日付と時間を確認できます。見逃した発話がコンソールに表示されるまでに最大 24 時間かかる
場合があります。
異なるバージョンのボットの発話を確認できます。表示されているボットのバージョンを変更するには、
ボット名の横にあるドロップダウンから別のバージョンを選択します。

見逃した発話を確認してボットに追加するには
1.

「開始方法」の演習 1 の最初のステップに従って、OrderFlowers ボットを作成しテストします。手
順については、「演習 1: 設計図を使用して Amazon Lex ボットを作成する (コンソール) (p. 72)」を参
照してください。

2.

次の発話を [Test Bot] ウィンドウに入力してボットをテストします。各発話を数回入力します。サン
プルボットで認識されない発話は以下のとおりです。
• Order flowers
• Get me flowers
• Please order flowers
• Get me some flowers

3.

Amazon Lex が見逃した発話に関する使用状況データを収集するまで待機します。発話データは、1
日 1 回、通常、深夜に生成されます。

4.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

5.

[OrderFlowers] ボットを選択します。

6.

[Monitoring] タブを選択し、左のメニューで [Utterances] を選択します。次に、[Missed] ボタンを選択
します。ペインには、最大 100 個の見逃した発話が表示されます。
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7.

見逃した発話を選択してボットに追加するには、発話の横にあるチェックボックスをオンにします。
発話をインテントの $LATEST バージョンに追加するには、[Add utterance to intent] ドロップダウン
の横にある下向き矢印を選択し、インテントを選択します。

8.

ボットを再構築するには、[Build] を選択し、再度 [Build] を選択します。

9.

ボットで新しい発話が認識されることを確認するには、[Test Bot] ペインを使用します。

ウェブサイトとの統合
この例では、ボットとウェブサイトを統合し、テキストと音声を使用します。以下を使用します
JavaScript および AWS ウェブサイトへの訪問者のためのインタラクティブな体験を構築するためのサー
ビスです。AWS AI ブログに示されている例から選択できます。
• チャットボットのウェブ UI のデプロイ— Amazon Lex チャットボットのウェブクライアントを提供す
る、豊富な機能を備えたウェブ UI を示します。これを使用してウェブクライアントについて学習した
り、お客様独自のアプリケーションの構成要素としたりできます。

• 「ご挨拶、来訪者様!」—Webユーザーを Amazon Lex—使用例を示す Amazon LexAWS SDKは、
JavaScript Browser(ブラウザ)、および Amazon Cognito ウェブサイト上で会話体験を作ることができま
す。

• ブラウザでの音声入力のキャプチャと送信 Amazon Lex—のSDKを使用して、Webサイトに音声ベース
のチャットボットを埋め込むデモを行う JavaScript ブラウザでクリックします。アプリケーションは音
声を録音し、その音声を Amazon Lex に送信して、レスポンスを再生します。

コールセンター・エージェント・アシスタント
このチュートリアルでは、 Amazon Lex と Amazon Kendra カスタマ サポート エージェントを支援する
エージェント アシスト ボットを構築し、Web アプリケーションとして公開します。 Amazon Kendra は、
機械学習を使用してドキュメントを検索して回答を検索するエンタープライズ検索サービスです。詳細情
報については、 Amazon Kendra、参照 [ Amazon Kendra 開発者ガイド.
Amazon Lex ボットは、顧客の最初の連絡窓口としてコールセンターで広く使用されています。ボットは
多くの場合、顧客の質問に答える能力があります。ボットが質問に回答できない場合、会話はカスタマー
サポートの従業員に伝達されます。
このチュートリアルでは、 Amazon Lex エージェントが顧客の問い合わせにリアルタイムで回答するため
に使用するボット。ボットが提供する回答を読むことで、エージェントは回答を手動で検索できなくなり
ます。
このチュートリアルで作成したボットとWebアプリケーションは、エージェントが適切なリソースを迅速
に提供することで、効率的かつ正確に顧客に対応するのに役立ちます。次の図に、Web アプリケーション
のしくみを示します。
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図が示すように、 Amazon Kendra ドキュメントのインデックスは、 Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)バケット。S3バケットをまだ持っていない場合は、 Amazon Kendra インデックス。また、
Amazon S3では、 Amazon Cognito 参照してください。 Amazon Cognito は、ボットを Web アプリケー
ションとして導入するための権限を管理します。
このチュートリアルでは、 Amazon Kendra 顧客の質問に対する回答を提供し、ボットを作成し、顧客と
の会話に基づいて回答を提案できる意図を追加するインデックス、セットアップ Amazon Cognito アクセ
ス パーミッションを管理し、ボットを Web アプリケーションとして展開します。
予測時間: 75 分
見積コスト: 1時間あたり2.50ドル Amazon Kendra インデックスおよび1000に対して0.75ドル Amazon
Lex 要求。あなたの Amazon Kendra インデックスは、この演習の終了後にも実行され続けます。不要な
コストを避けるため、必ず削除してください。
注意: このチュートリアルで使用するすべてのサービスに同じAWS Regionを選択してください。
トピック
• ステップ1: 作成 Amazon Kendra インデックス (p. 222)
• ステップ2: Amazon Lex ボットを作成します。 (p. 223)
• ステップ3: カスタムおよび組み込みのインテントの追加 (p. 223)
• ステップ4: Amazon Cognito のセットアップ (p. 224)
• ステップ5: ボットを Web アプリケーションとして導入する (p. 225)
• ステップ6: ボットの使用 (p. 226)

ステップ1: 作成 Amazon Kendra インデックス
まず、 Amazon Kendra 顧客の質問に答える文書の索引。インデックスは、クライアント クエリの検索API
を提供します。インデックスは、ソース ドキュメントから作成します。 Amazon Kendra は、インデック
ス化されたドキュメントで見つかった応答をボットに返して、エージェントに表示します。
提案した回答の質と正確性 Amazon Kendra インデックスを作成する文書によって異なります。文書に
は、エージェントが頻繁にアクセスし、S3 バケットに格納する必要があるファイルを含める必要がありま
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す。非構造化データおよび半構造化データを、.html、Microsoft Office(.doc、.ppt)、PDF、およびテキスト
形式でインデックス化できます。
_を作成するには Amazon Kendra インデックス、参照 S3 バケット (コンソール) を使ってみる を Amazon
Kendra 開発者ガイド.
顧客からの問い合わせに答えるのに役立つ質問と回答(FAQ)を追加するには、次を参照してください。
質問と回答の追加 を Amazon Kendra 開発者ガイド. このチュートリアルでは、 ML_FAQ.csv ファイル
GitHub.

次のステップ
ステップ2: Amazon Lex ボットを作成します。 (p. 223)

ステップ2: Amazon Lex ボットを作成します。
Amazon Lex は、コールセンターのエージェントと Amazon Kendra インデックス。エージェントと顧客と
の間の会話を追跡し、 AMAZON.KendraSearchIntent 意図は、顧客が尋ねる質問に基づいて判断されま
す。アン 意図 ユーザーが実行したいアクションです。
Amazon Kendra は、インデックス付きドキュメントを検索し、 Amazon Lex ボットに表示されます。この
回答は、エージェントのみに表示されます。

エージェント アシスタント ボットを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ボット] を選択します。

3.

[作成] を選択します。

4.

選択 カスタム ボット ボットを設定します。

5.

a.

ボット名 – ボットの目的を示す名前を入力します。 AgentAssistBot.

b.

[音声出力] – [なし] を選択します。

c.

[セッションタイムアウト] – 「5」と入力します。

d.

[COPPA] – [いいえ] を選択します。

[作成] を選択します。ボットの作成後、 Amazon Lex [Bot エディター] タブを表示します。

次のステップ
ステップ3: カスタムおよび組み込みのインテントの追加 (p. 223)

ステップ3: カスタムおよび組み込みのインテントの追
加
アン 意図 は、コールセンターのエージェントがボットに実行させたいアクションを表します。この場合、
エージェントは、エージェントと顧客との会話に基づいて、ボットが回答や役立つリソースを提案してく
れることを望んでいます。
Amazon Lex には、カスタムの意図と組み込みの意図という2種類の意図があり
ます。AMAZON.KendraSearchIntent は、組み込まれた意図です。ボットは
AMAZON.KendraSearchIntent インデックスをクエリし、 Amazon Kendra.
223

Amazon Lex 開発者ガイド
ステップ4: Amazon Cognito のセットアップ

この例のボットは、カスタムの意図を必要としません。ただし、Bot を作成するには、少なくとも 1 つの
サンプル発話で少なくとも 1 つのカスタム目的を作成する必要があります。この目的は、エージェント ア
シスタント Bot を構築するためにのみ必要です。他の機能は実行しません。意図の発話は、顧客が尋ねる
可能性のあるどの質問にも答えてはなりません。これにより、 AMAZON.KendraSearchIntent は、顧客
の質問に答えるために呼び出されます。詳細については、AMAZON.KendraSearchIntent (p. 46) を参照し
てください。

必要なカスタム目的を作成するには
1.

[ボットの開始方法] ページで、[インテントの作成] を選択します。

2.

[インテントの追加] で、[インテントの作成] を選択します。

3.

[ 意図の作成 ダイアログ ボックスで、次のような目的の説明的な名前を入力します。
RequiredIntent.

4.

対象 サンプル発話、次のような説明的な発話を入力します。 Required utterance.

5.

[インテントの保存] を選択します。

AMAZON.KendraSearchIntentの意図と応答メッセージを追加するには
1.

ナビゲーション ペインで、 意図.

2.

選択 既存の意図を検索.

3.

[ 検索の意図 ]ボックスで、 AMAZON.KendraSearchIntentリストからそれを選択します。

4.

次のような説明的な名前を付けます。 AgentAssistSearchIntentを選択し、 追加.

5.

インテント エディタで、 Amazon Kendra クエリー クエリオプションを開きます。

6.

検索するインデックスを選択します。

7.

[ 対応 次の3つのメッセージをメッセージグループに追加します。
I found an answer for the customer query: ((x-amz-lex:kendra-search-responsequestion_answer-question-1)) and the answer is ((x-amz-lex:kendra-search-responsequestion_answer-answer-1)).
I found an excerpt from a helpful document: ((x-amz-lex:kendra-search-responsedocument-1)).
I think this answer will help the customer: ((x-amz-lex:kendra-search-responseanswer-1)).

8.

[インテントの保存] を選択します。

9.

選択 ビルド ボットを構築できます。

次のステップ
ステップ4: Amazon Cognito のセットアップ (p. 224)

ステップ4: Amazon Cognito のセットアップ
Webアプリケーションの権限とユーザーを管理するには、 Amazon Cognito. Amazon Cognito Webアプ
リケーションがセキュリティで保護され、アクセス制御が行えることを確認します。 Amazon Cognito ID
プールを使用して AWS 他のユーザーへのアクセスをユーザーに許可する認証情報 AWS サービス。この
チュートリアルでは、 Amazon Lex.
IDプールを作成する場合、 Amazon Cognito では、 AWS Identity and Access Management (IAM) 役割(認
証済みユーザーと認証されていないユーザー)。_を修正します IAM アクセス権を付与するポリシーを追加
することで、 Amazon Lex.
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Amazon Cognito を設定するには
1.

[ AWS Management Console そして Amazon Cognito のコンソール https://console.aws.amazon.com/
コグニート/.

2.

[Manage Identity Pools (ID プールの管理)] を選択します。

3.

[Create new identity pool] を選択します。

4.

IDプールを構成します。
a.

IDプール名 – プールの目的を示す名前を入力します。たとえば、 BotPool.

b.

[ 認証されていないID セクション、選択 認証されていないIDへのアクセスを有効にする.

5.

[Create Pool (プールの作成)] を選択します。

6.

[ 特定する IAM 新しいIDプールで使用する役割 ページ、選択 詳細を表示.

7.

記録する IAM ロール名。後で変更します。

8.

[許可] を選択します。

9.

[ を使ってみる Amazon Cognito ページ、 プラットフォーム、選択 JavaScript(JavaScript).

10. [ 取得する AWS 資格情報 」セクションで、 IDプールID.
11. アクセスを許可するには Amazon Lex、認証済みおよび未認証の変更 IAM 役割。
a.

AWS Management Console にサインインし、IAM コンソール（https://console.aws.amazon.com/
iam/）を開きます。

b.

ナビゲーション ペインの アクセス管理、選択 役割.

c.

検索ボックスに認証済みIAMロールの名前を入力し、その横のチェックボックスを選択します。

d.

i.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

ii.

検索ボックスに「 AmazonLexRunBotsOnly 横のチェックボックスを選択します。

iii.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

認証されていない IAM 検索ボックスで役割を選択し、その横のチェックボックスを選択します。
i.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

ii.

検索ボックスに「 AmazonLexRunBotsOnly 横のチェックボックスを選択します。

iii.

[ポリシーのアタッチ] を選択します。

次のステップ
ステップ5: ボットを Web アプリケーションとして導入する (p. 225)

ステップ5: ボットを Web アプリケーションとして導
入する
ボットを Web アプリケーションとして導入するには
1.

リポジトリのダウンロード: https://github.com/awsdocs/amazon-lex-developer-guide/blob/master/
example_apps/agent_assistance_bot/ コンピュータにインストールします。

2.

ダウンロードしたリポジトリに移動し、エディタでindex.htmlファイルを開きます。

3.

以下の変更を加えます。
a.

[ AWS.config.credentials 」セクションで、地域名とIDプールIDを入力します。

b.

[ Amazon Lex runtime parameters 」セクションで、ボット名を入力します。

c.

ファイルを保存します。
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ステップ6: ボットの使用
デモの目的で、ボットに顧客およびエージェントとしてインプットを提供します。この2つを区別するた
めに、顧客が尋ねる質問は「顧客: およびエージェントが提供する回答は、「エージェント:」で始まりま
す。推奨入力のメニューから選択できます。
Webアプリケーションを開くには、 index.html 次のようにボットをカバーします。

[ pushChat() index.html ファイル内の関数については、以下で説明します。

you."

var endConversationStatement = "Customer: I have no more questions. Thank

// If the agent has to send a message, start the message with 'Agent'
var inputText = document.getElementById('input');
if (inputText && inputText.value && inputText.value.trim().length > 0 &&
inputText.value[0]=='Agent') {
showMessage(inputText.value, 'agentRequest','conversation');
inputText.value = "";
}
// If the customer has to send a message, start the message with 'Customer'
if(inputText && inputText.value && inputText.value.trim().length > 0 &&
inputText.value[0]=='Customer') {
// disable input to show we're sending it
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var input = inputText.value.trim();
inputText.value = '...';
inputText.locked = true;
customerInput = input.substring(2);
// Send it to the Lex runtime
var params = {
botAlias: '$LATEST',
botName: 'KendraTestBot',
inputText: customerInput,
userId: lexUserId,
sessionAttributes: sessionAttributes
};
showMessage(input, 'customerRequest', 'conversation');
if(input== endConversationStatement){
showMessage('Conversation
Ended.','conversationEndRequest','conversation');
}
lexruntime.postText(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
showMessage('Error: ' + err.message + ' (see console for
details)', 'lexError', 'conversation1')
}
if (data &&input!=endConversationStatement) {
// capture the sessionAttributes for the next cycle
sessionAttributes = data.sessionAttributes;
showMessage(data, 'lexResponse', 'conversation1');
}
// re-enable input
inputText.value = '';
inputText.locked = false;

});
}
// we always cancel form submission
return false;

あなたが顧客として意見を提供するとき、 Amazon Lex ランタイム API は に 送信します。 Amazon Lex.
[ showMessage(daText, senderRequest, displayWindow) fuction:エージェントと顧客との間の
会話がチャットウィンドウに表示されます。提案者の回答 Amazon Kendra 隣のウィンドウに表示されま
す。会話は、顧客が “I have no more questions. Thank you.”
注意: 削除してください Amazon Kendra 使用していないときにインデックスを表示します。
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でのセキュリティAmazon Lex
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャーから利点を得られ
ます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウド内で AWS サービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を担います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。セキュリティ
の有効性は、AWS コンプライアンスプログラム.の一環として、サードパーティーの審査機関によって
定期的にテストおよび検証されています。Amazon Lex に適用するコンプライアンスプログラムの詳細
については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲の AWS のサービス.」を参照してくださ
い。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任はお客様が使用する AWS のサービスによって決まります。
また、お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の
要因についても責任を担います。
このドキュメントは、 を使用するときに、共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。Amazon Lex. 以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために
Amazon Lex を設定する方法を示します。また、Amazon Lex リソースのモニタリングや保護に役立つ他
の AWS サービスの用法についても説明します。
トピック
• でのデータ保護Amazon Lex (p. 228)
• Amazon Lex の Identity and Access Management (p. 230)
• Using Service-Linked Roles for Amazon Lex (p. 244)
• Amazon Lex におけるモニタリング (p. 245)
• のコンプライアンス検証Amazon Lex (p. 256)
• の耐障害性Amazon Lex (p. 257)
• のインフラストラクチャセキュリティAmazon Lex (p. 257)

でのデータ保護Amazon Lex
Amazon Lex はトラブルシューティングのためにお客様のコンテンツを収集し、サービスの改善に役立て
ます。お客様のコンテンツはデフォルトで保護されます。Amazon Lex API を使用すると、個別のお客様
のコンテンツを削除することができます。
Amazon Lex は 4 種類のコンテンツを保存します。
• ボットを構築してトレーニングするために使用されるサンプル発話
• ボットとやり取りするユーザーからのカスタマー発話
• ユーザーがボットとやり取りする期間についてのアプリケーション固有の情報を提供するセッション属
性
• ボットへの 1 つのリクエストに適用される情報を含むリクエスト属性
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児童が使用するために設計されたすべての Amazon Lex ボットは、児童オンラインプライバシー保護法
(COPPA) の適用対象となります。コンソールまたは Amazon Lex API を使用して Amazon Lex フィール
ドを に設定することで、ボットが COPPA の対象childDirectedであることを に指示trueします。
childDirected フィールドが に設定されている場合true、ユーザー発話は保存されません。
トピック
• 保管時の暗号化 (p. 229)
• 転送中の暗号化 (p. 230)
• キーの管理 (p. 230)

保管時の暗号化
Amazon Lex は保存するユーザー発話を暗号化します。
トピック
• サンプル発話 (p. 229)
• カスタマー発話 (p. 229)
• セッション属性 (p. 229)
• リクエスト属性 (p. 230)

サンプル発話
ボットを開発するときに、インテントおよびスロットごとにサンプル発話を提供できます。また、スロッ
トにカスタムの値およびシノニムを指定することもできます。この情報は保管時に暗号化され、ボットの
構築とユーザーエクスペリエンスの作成に使用されます。

カスタマー発話
Amazon Lex フィールドが childDirected に設定されている場合を除き、true. はユーザーがボットに
送信する発話を暗号化します。
childDirected フィールドが true に設定されている場合、ユーザー発話は一切保存されません。
childDirected フィールドが false (デフォルト) に設定されている場合、ユーザー発話は暗号化さ
れ、GetUtterancesView (p. 367) オペレーションで使用するために 15 日間保存されます。特定のユー
ザーの保存された発話を削除するには、DeleteUtterances (p. 300) オペレーションを使用します。
ボットが音声入力を受け取ると、この入力は永続的に保存されます。Amazon Lex は、ユーザー入力に応
答するボットの機能を向上させるためにこれを使用します。
DeleteUtterances (p. 300) オペレーションを使用して、特定のユーザーの保存された発話を削除します。

セッション属性
セッション属性 には、Amazon Lex とクライアントアプリケーションの間でやり取りされるアプリケー
ション固有の情報が含まれます。Amazon Lex は、ボットに設定されているすべての AWS Lambda 関数に
セッション属性を渡します。Lambda 関数でセッション属性が追加または更新されると、Amazon Lex か
らクライアントアプリケーションに新しい情報が返されます。
セッション属性は、セッションの期間中の暗号化された保存において保持されます。最後のユーザー発話
から最低 1 分および最大 24 時間にセッションがアクティブのままになるように設定できます。デフォル
トのセッション期間は 5 分間です。
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リクエスト属性
リクエスト属性はリクエスト固有の情報を含み、現在のリクエストにのみ適用されます。クライアントア
プリケーションはリクエスト属性を使用して、実行時に Amazon Lex に情報を送信します。
セッション全体を通して保持する必要がない情報は、リクエスト属性を使用して渡します。リクエスト属
性はリクエスト間で保持されないため、保存されません。

転送中の暗号化
Amazon Lex は HTTPS プロトコルを使用して、クライアントアプリケーションと通信します。HTTPS お
よび AWS 署名を使用して、アプリケーションの代わりに Amazon Polly や AWS Lambda などの他のサー
ビスと通信します。

キーの管理
Amazon Lex は、内部キーを使用した不正使用からコンテンツを保護します。

Amazon Lex の Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るための AWS のサービスです。 IAM 管理者は、リソースを使用するために認証 (サインイン) および認
証Amazon Lex (アクセス許可を持つ) されるユーザーを制御します。 IAM は、追加料金なしで使用できる
AWS サービスです。
トピック
• Audience (p. 230)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 231)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 232)
• 詳細はこちら (p. 234)
• Amazon Lex と IAM の連携 (p. 234)
• Amazon Lex アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 239)
• Amazon Lex の Identity and Access のトラブルシューティング (p. 242)

Audience
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Amazon Lex で行う作業によって異なります。
サービスユーザー – Amazon Lex サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と
認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Amazon Lex 機能を使用するとき、
追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切
なアクセス許可をリクエストするのに役に立ちます。Amazon Lex の機能にアクセスできない場合は、
「Amazon Lex の Identity and Access のトラブルシューティング (p. 242)」を参照してください。
サービス管理者 – 社内の Amazon Lex リソースを担当している場合は、おそらく Amazon Lex へのフルア
クセスがあります。従業員がどの Amazon Lex 機能とリソースアクセスする必要があるかを決定するのは
管理者の仕事です。その後で、サービスユーザーのアクセス許可を変更するために、IAM 管理者にリクエ
ストを送信する必要があります。IAM の基本概念については、このページの情報を確認します。お客様の
会社で IAM の Amazon Lex を利用する方法の詳細については、「Amazon Lex と IAM の連携 (p. 234)」
を参照して ください。
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IAM 管理者 – IAM 管理者は、Amazon Lex へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確
認する場合があります。Amazon Lex で使用できる IAM アイデンティティベースのポリシーの例を表示す
るには、「Amazon Lex アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 239)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証は、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。を使用したサインイン
の詳細についてはAWS Management Console、の「 IAM コンソールとサインインページ」を参照してく
ださいIAM ユーザーガイド。
、 ユーザー、または AWS ロールを引き受けることでAWS アカウント ルートユーザー、認証IAM ( にサ
インインIAM) されている必要があります。会社のシングルサインオン認証を使用することも、Google や
Facebook を使用してサインインすることもできます。このような場合、管理者は以前に IAM ロールを使
用して ID フェデレーションを設定しました。他の会社の認証情報を使用して AWS にアクセスした場合、
ロールを間接的に割り当てられています。
AWS Management Console へ直接サインインするには、ルートユーザー E メールまたは IAM ユーザー名
とパスワードを使用します。AWS または ルートユーザー を使用して IAM にプログラム的にアクセスで
きます。AWS では、SDK とコマンドラインツールを提供して、お客様の認証情報を使用して、リクエス
トに暗号で署名できます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要がありま
す。これには、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコル、署名バージョン 4 を使用しま
す。リクエストの認証の詳細については、『AWS General Reference』の「署名バージョン 4 の署名プロ
セス」を参照してください。
使用する認証方法を問わず、追加のセキュリティ情報の提供を要求される場合もあります。たとえ
ば、AWS では多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを高めることを推奨しています。
詳細については、の「 での Multi-Factor Authentication (MFA) AWS の使用」を参照してくださいIAM ユー
ザーガイド。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウントを初めて作成する場合は、このアカウントのすべての AWS servicesのサービスとリソー
スに完全にアクセスできるシングルサインインアイデンティティで始めます。このアイデンティティは
AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワード
でのサインインによりアクセスします。強くお勧めしているのは、日常的なタスクには、それが管理者タ
スクであっても、ルートユーザーを使用しないことです。代わりに、最初の IAM ユーザーを作成するため
だけに ルートユーザー を使用するというベストプラクティスに従います。その後、ルートユーザー認証情
報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行しま
す。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、単一のユーザーまたはアプリケーションに特定のアクセス許可がある AWS アカウント
内のアイデンティティです。IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワード、アクセスキーのセットなど、長
期的な認証情報を持つことができます。アクセスキーを生成する方法については、の「 ユーザーのIAMア
クセスキーの管理」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。IAM ユーザーにアクセスキーを生成すると
き、必ずキーペアを表示して安全に保存してください。後になって、シークレットアクセスキーを回復す
ることはできません。新しいアクセスキーペアを生成する必要があります。
IAM グループは、IAM ユーザーのコレクションを指定するアイデンティティです。グループとしてサイン
インすることはできません。グループを使用して、一度に複数のユーザーに対してアクセス許可を指定で
きます。多数の組のユーザーがある場合、グループを使用すると管理が容易になります。たとえば、IAM
Admin という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理するアクセス許可を与える
ことができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の特定の人またはアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永
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続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が利用できます。詳細については、
の「When to Create an IAM User (Instance of a Role)」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。

IAM ロール
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント内のアイデンティティです。これは IAM
ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていません。ロールIAMを切り替えるAWS
Management Consoleことで、 で ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、の「 ロールIAMの使用」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
• 一時的な IAM ユーザーアクセス許可 – IAM ユーザーは、特定のタスクに対して複数の異なるアクセス許
可を一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、エ
ンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブ ID プロバイダーに既存のアイデンティティを使
用できます。このようなユーザーはフェデレーティッドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバ
イダーを通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てま
す。フェデレーティッドユーザーの詳細については、IAM ユーザーガイド の「フェデレーティッドユー
ザーとロール」を参照してください。
• クロスアカウントアクセス – IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を別のアカウントの信頼済みプリンシパルに許可できます。ロールは、クロスアカウントアクセスを許
可する主な方法です。ただし、一部の AWS のサービスでは、(ロールをプロキシとして使用する代わり
に) リソースにポリシーを直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスのロールとリソースベー
スのポリシーの違いについては、の「ロールとリソースベースのポリシーIAMとの相違点」を参照して
くださいIAM ユーザーガイド。
• AWS のサービスのアクセス –サービスロールは、サービスがお客様に代わってアクションを実行するた
めに引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS serviceのユーザーにアクセス許可を委任するロー
ルの作成」を参照してください。
• で実行中のアプリケーション Amazon EC2 –IAM ロールを使用して、EC2 インスタンスで実行さ
れ、AWS CLI または AWS API リクエストを作成しているアプリケーションの一時的な認証情報を管理
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時認証情報を取得することができます。詳細に
ついては、IAM ユーザーガイド の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM
ロールを使用してアクセス許可を付与する」を参照してください。
IAM ロールを使用するかどうかについては、の「 ロールを作成するIAMタイミング (ユーザーではなく) 」
を参照してくださいIAM ユーザーガイド。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して IAM アイデンティティや AWS リソース
にアタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付け
て、これらのアクセス許可を定義します。AWS は、エンティティ (ルートユーザー、IAM ユーザーまたは
IAM ロール) によってリクエストが行われると、それらのポリシーを評価します。ポリシーでのアクセス
許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメン
トとして AWS に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、の「JSON
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#access_policies-json ポリシーの
概要」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
IAM 管理者は、ポリシーを使用して、AWS リソースへのアクセスを許可するユーザーと、これらのリソー
スで実行できるアクションを指定できます。すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、アク
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セス許可のない状態からスタートします。言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、
自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行するアクセス許可をユーザーに付与する
には、管理者がユーザーにアクセス許可ポリシーをアタッチする必要があります。また、管理者は、必要
なアクセス許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループにアクセス許可を付与する
と、そのグループ内のすべてのユーザーにこれらのアクセス許可が付与されます。
IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションのアクセス許可を定義します。た
とえば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースのポリシーは、IAM ユーザー、ロール、グループなどのアイデンティティに
JSON ドキュメントとしてアタッチできるアクセス許可ポリシーです。これらのポリシーは、アイデン
ティティが実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリ
シーを作成する方法については、の「ポリシーIAMの作成」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたは管理ポリシーに分類できます。
インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれています。管理ポリ
シーは、AWS アカウント内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできるスタンドアロ
ンポリシーです。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。管理ポ
リシーまたはインラインポリシーの選択方法については、の「管理ポリシーとインラインポリシーhttps://
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#choosing-managedor-inlineの選択」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。

その他のポリシータイプ
AWS では、別のあまり一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大のアクセス許可を設定できます。
• アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM エンティティ
(IAM ユーザーまたはロール) に付与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティのアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティの ID
ベースのポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分です。Principal フィールドでユーザーまた
はロールを指定するリソースベースのポリシーは、アクセス許可の境界では制限されません。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。アクセス許可の境界の詳細
については、の「エンティティIAMのアクセス許可の境界」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
• サービスコントロールポリシー (SCP) – SCP は、AWS Organizations で 組織や組織単位 (OU) に最
大権限を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、お客様のビジネスが所有する複数の
AWS アカウントをグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にする
と、サービス制御ポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメンバー
アカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウント ルートユーザー
など)。Organizations および SCPs の詳細については、のSCPsの仕組み」を参照してくださいAWS
Organizations ユーザーガイド。
• セッションポリシー – セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時セッ
ションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果として得られる
セッションのアクセス許可は、ユーザーまたはロールの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共
通部分です。また、リソースベースのポリシーからアクセス許可が派生する場合もあります。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。詳細については、の「セッ
ションポリシー」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解
するのがさらに複雑になります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどう
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かAWSを決定する方法については、『』の「ポリシー評価ロジック」を参照してくださいIAM ユーザーガ
イド。

詳細はこちら
Amazon Lex の Identity and Access Management に関する詳細については、以下のページを参照してくだ
さい。
• Amazon Lex と IAM の連携 (p. 234)
• Amazon Lex の Identity and Access のトラブルシューティング (p. 242)

Amazon Lex と IAM の連携
AWS Identity and Access Management へのアクセスを管理するために IAM (Amazon Lex) を使用する前
に、IAM でどの Amazon Lex 機能が使用できるかを理解しておく必要があります。Amazon Lex と他の
AWS サービスが IAM とどのように連携するかの概要については、『』の「 と連携する AWS サービス」
を参照してくださいIAMIAM ユーザーガイド。
トピック
• Amazon Lex アイデンティティベースのポリシー (p. 234)
• Amazon Lex リソースベースのポリシー (p. 236)
• Amazon Lex タグに基づいた承認 (p. 236)
• Amazon Lex IAM ロール (p. 238)

Amazon Lex アイデンティティベースのポリシー
アクションおよびリソースの許可あるいは拒否を指定し、アクションが許可あるいは拒否される条件を指
定するには、IAM アイデンティティベースのポリシーを使用します。Amazon Lex では、特定のアクショ
ン、リソースおよび条件キーがサポートされています。JSON ポリシーで使用するすべての要素について
は、IAM の「IAM ユーザーガイド JSON ポリシーエレメントのリファレンス」を参照してください 。

Actions
Action アイデンティティベースのポリシーの IAM エレメントは、そのポリシーにより許可または拒否さ
れる特定のアクションについて説明します。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペ
レーションと同じです。このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許
可を付与するポリシーで使用されます。
Amazon Lex のポリシーアクションでは、アクションの前にプレフィックス lex: を使用します。たと
えば、Amazon Lex オペレーションを使用して PostContent ボットを呼び出すためのアクセス許可
を付与するには、ポリシーに lex:PostContent アクションを含めます。ポリシーステートメントに
は、Action 要素または NotAction 要素を含める必要があります。Amazon Lex は、このサービスで
実行できるタスクを示すアクションを定義します。Amazon Lex のアクションのリストを表示するに
は、Actions Defined by Amazon Lex の「IAM ユーザーガイド」を参照してください。
単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、以下のようにコンマで区切ります。
"Action": [
"lex:action1",
"lex:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Put という単語
で始まるすべてのアクションを指定するには、以下のアクションを含めます。
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"Action": "lex:Put*"

Resources
Resource エレメントは、アクションが適用されるオブジェクトを指定します。ステートメントに
は、Resource または NotResource エレメントを含める必要があります。ARN を使用してリソースを
指定するか、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すにはワイルドカード (*) を使用し
ます。
Amazon Lex ボットのリソースの ARN は、次の形式になります。
arn:aws:lex:${Region}:${Account}:bot:${Bot-Name}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。
たとえば、ステートメントで OrderFlowers ボットを指定するには、次の ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:lex:us-east-2:123456789012:bot:OrderFlowers"

特定のアカウントに属するすべてのボットを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:lex:us-east-2:123456789012:bot:*"

リソースの作成など、一部の Amazon Lex アクションは、特定のリソースで実行できません。このような
場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。
"Resource": "*"

Amazon Lex リソースタイプおよびその ARN のリストについては、Resources Defined by Amazon Lex の
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。どのアクションで、各リソースの ARN を指定することが
できるかについては、「Actions Defined by Amazon Lex」を参照してください。

条件キー
Condition エレメント (または Condition ブロック) を使用して、ステートメントが有効な条件を指定
します。Conditionエレメントはオプションです。イコールや以下などの条件演算子を使用する条件式を
構築して、リクエスト内に値のあるポリシーの条件に一致させることができます。
1 つのステートメントに複数の Condition エレメントを指定する場合、または 1 つの Condition エレ
メントに複数のキーを指定する場合、AWS が論理 AND 演算を使用してそれらを評価します。単一の条件
キーに複数の値を指定する場合、AWS が論理 OR 演算を使用して条件を評価します。ステートメントのア
クセス許可が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。たとえば、IAM ユーザー名でタグ付けされ
ている場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドのIAM「ポリシー要素: 変数とタグ」を参照してください。
Amazon Lex は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしています。すべ
てのAWSグローバル条件キーのリストについては、『』の「 AWS グローバル条件コンテキストキー」を
参照してくださいIAM ユーザーガイド。
以下の表では、Amazon Lex リソースに適用される Amazon Lex 条件キーを一覧表示しています。これら
のキーは、Condition アクセス権限ポリシーの IAM 要素に含めることができます。
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Examples
Amazon Lex アイデンティティベースのポリシーの例については、「Amazon Lex アイデンティティベー
スのポリシーの例 (p. 239)」を参照してください。

Amazon Lex リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、指定されたプリンシパルがAmazon Lexリソースに対して実行できるアク
ションと実行条件を指定する JSON ポリシードキュメントです。 Amazon Lex はリソースベースのポリ
シーをサポートしていません。

Amazon Lex タグに基づいた承認
承認のために、特定のタイプの Amazon Lex リソースにタグを関連付けることができます。タグに
基づいてアクセスをコントロールするには、lex:ResourceTag/${TagKey}、aws:RequestTag/
${TagKey}、または aws:TagKeys 条件キーを使用して、ポリシーの条件要素でタグ情報を提供します。
Amazon Lex リソースのタグ付けについては、「Amazon Lex リソースにタグを付ける (p. 64)」を参照し
てください。リソースタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するアイデンティティベースのポリ
シーの例については、「例: タグを使用したリソースへのアクセス (p. 241)」を参照してください。タグ
を使用して リソースへのアクセスを制限する方法の詳細については、 https://docs.aws.amazon.com/IAM/
latest/UserGuide/access_tags.html ユーザーガイドの「タグを使用したアクセスIAMの制御」を参照してく
ださい。
次の表に、タグベースのアクセスコントロールのアクションと対応するリソースタイプを示します。各ア
クションは、対応するリソースタイプに関連付けられたタグに基づいて許可されます。
アクション

リソースタイプ

条件キー

CreateBotVersion (p. 269) ボット

lex:ResourceTag

DeleteBot (p. 284)

ボット

lex:ResourceTag

DeleteBotAlias (p. 286)

alias

lex:ResourceTag

DeleteBotChannelAssociation
チャネル
(p. 288)

lex:ResourceTag

DeleteBotVersion (p. 290) ボット

lex:ResourceTag

DeleteSession (p. 418)

lex:ResourceTag

ボットまたはエイリア
ス

DeleteUtterances (p. 300) ボット

lex:ResourceTag

GetBot (p. 302)

lex:ResourceTag

ボットまたはエイリア
ス
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エイリアスが $LATEST
に設定されている場
合、ボットに関連付け
られたタグを使用しま
す。他のエイリアスと
共に使用する場合は、
指定したエイリアスに
関連付けられたタグを
使用します。

versionOrAlias が
$LATEST または数値
バージョンに設定され
ている場合、ボットに
関連付けられたタグを
使用します。エイリア
スと共に使用する場合
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アクション

リソースタイプ

条件キー

コメント
は、指定したエイリア
スに関連付けられたタ
グを使用します。

GetBotAlias (p. 307)

alias

lex:ResourceTag

GetBotChannelAssociationチャネル
(p. 313)

lex:ResourceTag

GetBotChannelAssociations
チャネル
(p. 317)

lex:ResourceTag

GetBotVersions (p. 323)

ボット

lex:ResourceTag

GetExport (p. 332)

ボット

lex:ResourceTag

GetSession (p. 421)

ボットまたはエイリア
ス

lex:ResourceTag

エイリアスが "-" に設定
されている場合、ボッ
トに関連付けられたタ
グを使用します。ボッ
トエイリアスが指定さ
れている場合は、指定
したエイリアスに関連
付けられたタグを使用
します。

エイリアスが $LATEST
に設定されている場
合、ボットに関連付け
られたタグを使用しま
す。他のエイリアスと
共に使用する場合は、
指定したエイリアスに
関連付けられたタグを
使用します。

GetUtterancesView (p. 367)ボット

lex:ResourceTag

ListTagsForResource (p. 370)
ボット、エイリアス、
またはチャネル

lex:ResourceTag

PostContent (p. 425)

ボットまたはエイリア
ス

lex:ResourceTag

エイリアスが $LATEST
に設定されている場
合、ボットに関連付け
られたタグを使用しま
す。他のエイリアスと
共に使用する場合は、
指定したエイリアスに
関連付けられたタグを
使用します。

PostText (p. 434)

ボットまたはエイリア
ス

lex:ResourceTag

エイリアスが $LATEST
に設定されている場
合、ボットに関連付け
られたタグを使用しま
す。他のエイリアスと
共に使用する場合は、
指定したエイリアスに
関連付けられたタグを
使用します。
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アクション

リソースタイプ

条件キー

コメント

PutBot (p. 372)

ボット

lex:ResourceTag,
aws:RequestTag,
aws:TagKeys

PutBotAlias (p. 383)

alias

lex:ResourceTag,
aws:RequestTag,
aws:TagKeys

PutSession (p. 442)

ボットまたはエイリア
ス

lex:ResourceTag

エイリアスが $LATEST
に設定されている場
合、ボットに関連付け
られたタグを使用しま
す。他のエイリアスと
共に使用する場合は、
指定したエイリアスに
関連付けられたタグを
使用します。

StartImport (p. 406)

ボット

lex:ResourceTag

PutBot オペレー
ションのアクセス
ポリシーに依存しま
す。StartImport オペ
レーションに固有のタ
グとアクセス許可は無
視されます。

TagResource (p. 414)

ボット、エイリアス、
またはチャネル

lex:ResourceTag,
aws:RequestTag,
aws:TagKeys

UntagResource (p. 416)

ボット、エイリアス、
またはチャネル

lex:ResourceTag,
aws:RequestTag,
aws:TagKeys

Amazon Lex IAM ロール
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ、AWS アカウント内のエンティティです。

Amazon Lex を使用した一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、または
クロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。
Amazon Lexでは、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールによって、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的
にアクションを完了できます。サービスにリンクされたロールは、IAM アカウント内に表示され、サービ
スによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を表示できます
が、編集することはできません。
Amazon Lex はサービスにリンクされたロールをサポートします。Amazon Lex サービスにリンクされた
ロールの作成または管理の詳細については、Step 1: Create a Service-Linked Role (AWS CLI) (p. 112) を参
照してください。
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サービスロール
サービスは、サービスロールをユーザーに代わって引き受けることができます。このロールにより、サー
ビスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを実行できます。サービス
ロールは、IAM アカウントに表示され、サービスによって所有されます。つまり、IAM 管理者は、この
ロールのアクセス許可を変更できます。ただし、これを行うとサービスが正常に機能しなくなることがあ
ります。
Amazon Lex ではサービスロールがサポートされています。

IAM で Amazon Lex ロールを選択する
Amazon Lex は、サービスにリンクされたロールを使用して Amazon Comprehend と Amazon Polly を呼
び出します。また、AWS Lambda 関数でリソースレベルのアクセス許可を使用して、それらを呼び出しま
す。
会話のタグ付けを有効にするには、IAM ロールを指定する必要があります。詳細については、「 」を参照
してください会話ログ用の IAM ロールとポリシーの作成 (p. 31)

Amazon Lex アイデンティティベースのポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、Amazon Lex リソースを作成または変更するアクセス
許可がありません。また、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスク
を実行することもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の
API オペレーションを実行するアクセス許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要
があります。続いて、管理者はそれらのアクセス権限が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリ
シーをアタッチします。
例の JSON ポリシードキュメントを使用してIAMアイデンティティベースのポリシーを作成する方法につ
いては、『』の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 239)
• AWS 用の 管理 (事前定義) ポリシーAmazon Lex (p. 240)
• 例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する (p. 240)
• 例: すべての Amazon Lex ボットを削除する (p. 241)
• 例: タグを使用したリソースへのアクセス (p. 241)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースのポリシーは非常に強力です。アカウント内で、Amazon Lex リソースを作成、
アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント
に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースのポリシーを作成または編集するとき
は、以下のガイドラインと推奨事項に従います。
• AWS 管理ポリシーの使用を開始する – Amazon Lex の使用をすばやく開始するには、AWS 管理ポリ
シーを使用して、従業員に必要なアクセス許可を付与します。これらのポリシーはアカウントですでに
有効になっており、AWS によって管理および更新されています。詳細については、の「AWS管理ポリ
シーでアクセス許可の使用を開始する」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
• 最小権限を付与する – カスタムポリシーを作成するときは、タスクを実行するために必要なアクセス許
可のみを付与します。最小限のアクセス権限から開始し、必要に応じて追加のアクセス権限を付与しま
す。この方法は、寛容なアクセス権限で始め、後でそれらを強化しようとするよりも安全です。詳細に
ついては、の「最小権限を付与する」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
• 機密性の高いオペレーションに MFA を有効にする – 追加セキュリティとして、機密性の高リソースま
たは API オペレーションにアクセスするために IAM ユーザーに対して、多要素認証 (MFA) の使用を要
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求します。詳細については、AWSで「IAM ユーザーガイド での Multi-Factor Authentication (MFA) の使
用」を参照してください。
• 追加セキュリティに対するポリシー条件を使用する – 実行可能な範囲内で、アイデンティティベースの
ポリシーがリソースにアクセスできる条件を定義します。たとえば、要求が発生しなければならない許
容 IP アドレスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内でのみリ
クエストを許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求することもできます。ポリシー要素
の詳細については、『IAM』の「IAM ユーザーガイド JSON ポリシー要素: 条件」を参照してください。

AWS 用の 管理 (事前定義) ポリシーAmazon Lex
AWS は、IAM によって作成され管理されるスタンドアロンの AWS ポリシーが提供する多くの一般的
ユースケースに対応します。これらのポリシーは AWS 管理ポリシーと呼ばれます。AWS 管理ポリシー
では、ポリシーを自身で記述する場合よりも適切なアクセス権限をユーザー、グループ、およびロール
により簡単に割り当てられます。詳細については、 https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies ユーザーガイドの「AWS 管理IAMポリ
シー」を参照してください。
以下の AWS 管理ポリシーはアカウント内のグループおよびロールにアタッチでき、Amazon Lex に固有
の管理ポリシーです。
• AmazonLexReadOnly — リソースへの読み取り専用アクセスAmazon Lexを許可します。
• AmazonLexRunBotsOnly — 会話ボットを実行するためのアクセス権Amazon Lexを付与します。
• AmazonLexFullAccess すべての — リソースを作成、読み取り、更新、削除、および実行するための
フルアクセス権Amazon Lexを付与します。また、Lambda を使用した AmazonLex で始まる名前の
Amazon Lex 関数を関連付ける機能を付与します。

Note
これらのアクセス権限ポリシーについては、IAM コンソールにサインインして特定のポリシーを
検索することで確認できます。
AmazonLexFullAccess ポリシーはKendraSearchIntent、インテントを使用してAmazon Kendraイ
ンデックスをクエリするアクセス許可をユーザーに付与しません。インデックスをクエリするには、ポ
リシーにアクセス許可を追加する必要があります。必要なアクセス許可については、「」IAM 検索の
Amazon Kendra ポリシー (p. 48)を参照してください。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Lex API アクションにアクセス権限を付与することも
できます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス権限が必要な IAM ロールまたはグループにア
タッチできます。

例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する
このポリシー例は、IAM ユーザーがインラインを表示して、ユーザーアイデンティティにアタッチされた
ポリシーを管理できるようにします。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI か AWS API を
使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
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"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"

},
{

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

例: すべての Amazon Lex ボットを削除する
このポリシー例は、AWS アカウントの IAM ユーザーにアカウント内の任意のボットを削除する許可を付
与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lex:DeleteBot"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

例: タグを使用したリソースへのアクセス
このサンプルポリシーでは、IAM アカウント内の AWS ユーザーまたはロールに、キー PostText と値
Department でタグ付けされたリソースで Support オペレーションを使用するアクセス許可を付与しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "lex:PostText",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"lex:ResourceTag/Department": "Support"
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}

]

}

}

}

Amazon Lex の Identity and Access のトラブルシュー
ティング
Amazon Lex と AWS Identity and Access Management (IAM) の使用に伴って発生する可能性がある一般的
な問題の診断や修復には、この情報を使用します。
トピック
• Amazon Lex でアクションを実行する権限がない (p. 242)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 242)
• マイアクセスキーを表示したい (p. 243)
• 管理者として Amazon Lex へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 243)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに Amazon Lex リソースへのアクセスを許可したい (p. 243)

Amazon Lex でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合は、管理者に問い合
わせてサポートを依頼してください。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理者で
す。
たとえば、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用してボットの詳細を表示しようとするとき
に、lex:GetBot アクセス権限がない場合に次のエラーが発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: lex:GetBot
on resource: OrderPizza

この場合、マテオは、OrderPizza アクションを使用して lex:GetBot ボットにアクセスできるよう
に、ポリシーの更新を管理者に依頼する必要があります。

iam:PassRole を実行する権限がない
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、管理者に問い合わせ、
サポートを依頼する必要があります。お客様のユーザー名とパスワードを発行したのが、担当の管理者で
す。 にロールを渡すことができるようにポリシーを更新するよう、管理者に依頼しますAmazon Lex
一部の AWS サービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せずに、
既存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が
必要です。
以下の例のエラーは、IAM という marymajor ユーザーがコンソールを使用して Amazon Lex でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、アクションでは、サービスロールによって付与されたア
クセス許可がサービスにある必要があります。メアリーには、ロールをサービスに渡すアクセス許可があ
りません。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーは担当の管理者に iam:PassRole アクションを実行できるようにポリシーの更新を
依頼します。
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マイアクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーをもう一度表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合
は、新しいキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されます。ユーザー名とパ
スワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両方
を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーをしっかり管理してくださ
い。

Important
正規ユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないでく
ださい。提供すると、第三者がアカウントへの永続的アクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用でき
ます。シークレットアクセスキーを紛失した場合、新しいアクセスキーを IAM ユーザーに追加する必要
があります。最大 2 つのアクセスキーを持つことができます。すでに 2 つある場合は、新しいキーペア
を作成する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、の「アクセスキーhttps://
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_CreateAccessKeyの
管理」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。

管理者として Amazon Lex へのアクセスを他のユーザーに許可し
たい
Amazon Lex へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
ティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Amazon Lex の適切なアクセス許可を付
与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。
すぐに開始するには、『』の「最初の委任ユーザーおよびグループIAMの作成」を参照してくださいIAM
ユーザーガイド。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに Amazon Lex リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースへのアクセスに使用できるロールを作成でき
ます。ロールを引き受けるように信頼されたユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用
して、リソースへのアクセスを付与できます。
詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Lex でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「Amazon Lex と IAM の連
携 (p. 234)」を参照してください。
• 所有するAWSアカウント間で リソースへのアクセスを提供する方法については、の「所有する別のIAM
アカウントの AWS ユーザーへのアクセスの許可」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
• AWS サードパーティーのアカウントに対して リソースへのアクセスを提供する方法については、
の「サードパーティーが所有する AWS アカウントへのアクセスの許可」を参照してくださいIAM ユー
ザーガイド。
• ID フェデレーションを通じてアクセスを提供する方法については、の「外部で認証されたユーザーへの
アクセスの提供 (ID フェデレーション)」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
• クロスアカウントアクセスでの ロールとリソースベースのポリシーの使用の違いについては、の「
ロールとリソースベースのIAMポリシーとの相違点」を参照してくださいIAM ユーザーガイド。
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Using Service-Linked Roles for Amazon Lex
Amazon Lex は、AWS Identity and Access Management (IAM)サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、Amazon Lex に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、Amazon Lex で事前に定義されており、ユーザーに代わってサー
ビスから他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス権限を備えています。
サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、Amazon Lex の設定が簡単になります。Amazon Lex はこのサービスにリンクされたロールのアクセ
ス許可を定義し、特に定義されている場合を除き、Amazon Lex のみがそのロールを引き受けます。定義
されるアクセス許可には、信頼ポリシーやアクセス許可ポリシーなどがあり、そのアクセス許可ポリシー
をその他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、Amazon Lex リソースは保護され
ます。

Service-Linked Roles Permissions for Amazon Lex
Amazon Lex は 2 つのサービスにリンクされたロールを使用します。
• AWSServiceRoleForLexBots – Amazon Lex uses this service-linked role to invoke Amazon Polly to
synthesize speech responses for your bot, to call Amazon Comprehend for sentiment analyisis, and
optionally Amazon Kendra for searching indexes.
• AWSServiceRoleForLexChannels – Amazon Lex uses this service-linked role to post text to your bot
when managing channels.
IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に対してサービスにリンクされたロールの作
成、編集、削除を許可するように、アクセス権限を設定する必要があります。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html#service-linked-rolepermissionsIAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールのアクセス権限」を参照してくださ
い。

Creating a Service-Linked Role for Amazon Lex
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console でボッ
ト、ボットチャネル、または Amazon Kendra 検索インテントを作成すると、Amazon Lex によってサービ
スにリンクされたロールが作成されます。
このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。新しいボット、チャンネルの関連付け、または Amazon Kendra 検索イ
ンテント Amazon Lex を作成すると、サービスリンクされたロールが再度作成されます。
AWS CLI を使用して、AWSServiceRoleForLexBots ユースケースで、サービスにリンクされたロールを作
成することもできます。AWS CLI を使用して、Amazon Lex サービス名で、サービスにリンクされたロー
ルを作成します。詳細については、「Step 1: Create a Service-Linked Role (AWS CLI) (p. 112)」を参照し
てください。このサービスにリンクされたロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、もう一
度ロールを作成できます。

Editing a Service-Linked Role for Amazon Lex
Amazon Lex では、Amazon Lex サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービス
にリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるた
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め、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳
細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してください。

Deleting a Service-Linked Role for Amazon Lex
サービスにリンクされたロールを必要とする機能やサービスが不要になった場合は、そのロールを削除す
ることをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされ
たり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンク
されたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note
リソースを削除する際に、Amazon Lex サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度試してください。

サービスにリンクされたロールによって使用される Amazon Lex リソースを削除するには:
1.

使用しているボットチャネルをすべて削除します。

2.

アカウント内のボットをすべて削除します。

To manually delete the service-linked role using IAM
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、Amazon Lex サービスにリンクされたロール
を削除します。詳細については、の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してくださいIAM
ユーザーガイド。

Supported Regions for Amazon Lex Service-Linked
Roles
Amazon Lex は、サービスを利用できるすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用を
サポートします。詳細については、「Amazon Lex endpoints and quotas」を参照してください。

Amazon Lex におけるモニタリング
モニタリングは、Amazon Lex チャットボットの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要で
す。このトピックでは、Amazon CloudWatch Logs と AWS CloudTrail を使用して Amazon Lex をモニ
タリングする方法と、Amazon Lex のランタイムおよびチャネル関連付けのメトリクスについて説明しま
す。
トピック
• による Amazon Lex のモニタリングAmazon CloudWatch (p. 245)
• Amazon Lex ログによる AWS CloudTrail API コールのモニタリング (p. 253)

による Amazon Lex のモニタリングAmazon
CloudWatch
Amazon Lex ボットの正常性を追跡するには、Amazon CloudWatch を使用します。CloudWatch では、
アカウントの個別の Amazon Lex オペレーションまたはグローバルな Amazon Lex オペレーションの
メトリクスを取得できます。定義したしきい値を 1 つ以上のメトリクスが超えたときに通知するよう
CloudWatch アラームを設定することもできます。たとえば、指定期間中にボットに送信されたリクエス
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ト数をモニタリングして、成功したリクエストのレイテンシーを確認し、エラー数がしきい値を超えた場
合はアラームを生成できます。

CloudWatch の メトリクスAmazon Lex
Amazon Lex オペレーションのメトリクスを取得するには、以下の情報を指定する必要があります。
• メトリクスディメンション。ディメンションは、メトリクスを識別するための名前と値のペアのセット
です。Amazon Lex には 3 つのディメンションがあります。
• BotAlias, BotName, Operation
• BotAlias, BotName, InputMode, Operation
• BotName, BotVersion, InputMode, Operation
• メトリクス名 (MissedUtteranceCount、RuntimeRequestCount など)。
Amazon Lex のメトリクスは、AWS Management Console、AWS CLI、CloudWatch API のいずれかを使
用して取得できます。CloudWatch API は、いずれかの Amazon AWS Software Development Kit (SDK) ま
たは CloudWatch API ツールで使用できます。Amazon Lex コンソールには、CloudWatch API の未加工
データに基づいてグラフが表示されます。
CloudWatch で Amazon Lex をモニタリングするには、適切な CloudWatch アクセス許可が必要です。詳
細については、 Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「 Amazon CloudWatch に対する認証とアクセス
コントロール」を参照してください。

Amazon Lex メトリクスの表示
Amazon Lex コンソールAmazon Lexまたは コンソールを使用してメトリクスを表示しますCloudWatch。

メトリクスを表示するには (Amazon Lex コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/lex/ にある Amazon
Lex コンソールを開きます。

2.

ボットのリストから、メトリクスを表示する対象のボットを選択します。

3.

[Monitoring] を選択します。メトリクスがグラフに表示されます。

メトリクスを表示するには (CloudWatch コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインした後、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ にあ
る CloudWatch コンソールを開きます。

2.

[Metrics] で、[All Metrics]、[AWS/Lex] の順に選択します。

3.

ディメンションを選択し、メトリクス名を選択して、[Add to graph (グラフに追加)] を選択します。

4.

日付範囲の値を選択します。選択した日付範囲のメトリクスカウントがグラフに表示されます。

アラームを作成する
CloudWatch アラームは、指定された期間にわたって単一のメトリクスを監視し、1 つ以上のアクションを
実行します。つまり、 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックまたは Auto Scaling ポ
リシーに通知を送信します。アクションは、指定した複数期間にわたる一定のしきい値とメトリクスの値
の関係性に基づきます。 CloudWatch は、アラームの状態が変わったときに Amazon SNS メッセージを送
信することもできます。
CloudWatch アラームがアクションを呼び出すのは、状態が変わってから指定期間が経過するまで、その
新しい状態が続いた場合に限ります。
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アラームを設定するには ()
1.

AWS Management Console にサインインした後、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ にあ
る CloudWatch コンソールを開きます。

2.

[Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。

3.

[AWS/Lex Metrics] を選択し、メトリクスを選択します。

4.

[Time Range] で、モニタリングする期間を選択し、[Next] を選択します。

5.

[名前] と [説明] を入力します。

6.

[Whenever] で [>=] を選択し、最大値を入力します。

7.

アラーム状態に達したときに CloudWatch から E メールを送信する場合は、[Actions (アクション)] セ
クションの [Whenever this alarm (アラームが次の時)] で、[State is ALARM (状態: 警告)] を選択しま
す。[通知の送信先] でメーリングリストを選択するか、[新しいリスト] を選択して新しいメーリング
リストを作成します。

8.

[Alarm Preview] セクションでアラームをプレビューします。アラームに問題がなければ、[Create
Alarm (アラームの作成)] を選択します。

CloudWatch ランタイムの Amazon Lex メトリクス
次の表は、Amazon Lex のランタイムメトリクスを示しています。
メトリクス

説明

KendraIndexAccessError がAmazon LexインデックスにアクセスAmazon Kendraできなかった回
数。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個
KendraLatency

からのリクエストAmazon Kendraに応答するまでにかかる時
間AMAZON.KendraSearchIntent。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotVersion, Operation, InputMode
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotVersion, Operation
• BotName, BotAlias, Operation
単位: ミリ秒
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メトリクス

説明

KendraSuccess

からAMAZON.KendraSearchIntentインデックスAmazon Kendraへの
成功したリクエストの数。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotVersion, Operation, InputMode
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotVersion, Operation
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個

KendraSystemErrors

がAmazon LexインデックスをクエリAmazon Kendraできなかった回数。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個

KendraThrottledEvents からAmazon Kendraスロットリングされたリクエストの回
数AMAZON.KendraSearchIntent。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個
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メトリクス

説明

MissedUtteranceCount

指定期間中に認識されなかった発話の数。
PostContentまたは を使用した Text オペレーションの有効なディメ
ンションSpeechInputMode:
• BotName, BotVersion, Operation, InputMode
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotVersion, Operation
• BotName, BotAlias, Operation

指定期間中の無効な AWS Lambda (Lambda) レスポンスの数。
RuntimeInvalidLambdaResponses
PostContent または を使用した Textオペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
RuntimeLambdaErrors

指定期間中の Lambda ランタイムエラーの数。
PostContent または Text Speech での InputMode オペレーション
の有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation

RuntimePollyErrors

指定期間中の無効な Amazon Polly レスポンスの数。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
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メトリクス

説明

RuntimeRequestCount

指定期間中のランタイムリクエストの数。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotVersion, Operation, InputMode
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotVersion, Operation
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個

リクエストが送信された時間からレスポンスが返された時間までに成功し
RuntimeSuccessfulRequestLatency
たリクエストのレイテンシー。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotVersion, Operation, InputMode
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotVersion, Operation
• BotName, BotAlias, Operation
単位: ミリ秒
RuntimeSystemErrors

指定期間中のシステムエラーの数。システムエラーのレスポンスコード範
囲は 500〜599 です。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個
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メトリクス

説明

RuntimeThrottledEvents スロットルリクエストの数。Amazon Lex は、1 秒あたりに受け取るトラ
ンザクションの数がアカウントに設定された制限数を超えると、リクエス
トをスロットルします。アカウントに設定された制限を頻繁に超える場合
は、制限の引き上げをリクエストできます。引き上げをリクエストするに
は、「AWS サービス制限」を参照してください。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName、BotAlias、Operation、InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個
RuntimeUserErrors

指定期間中のユーザーエラーの数。ユーザーエラーのレスポンスコード範
囲は 400〜499 です。
PostContent または を使用した Text オペレーションの有効なディメン
ションSpeechInputMode:
• BotName, BotAlias, Operation, InputMode
PostText オペレーションの有効なディメンション:
• BotName, BotAlias, Operation
単位: 個

Amazon Lex ランタイムメトリクスは AWS/Lex 名前空間を使用して、以下のディメンションのメトリクス
を提供します。メトリクスは、CloudWatch コンソールのディメンション別にグループ化できます。
ディメンション

説明

BotName, BotAlias,
Operation, InputMode

ボットのエイリアス、ボットの名前、オペレーション (PostContent)、
および入力がテキストまたは音声であるかに基づいて、メトリクスをグ
ループ化します。

BotName, BotVersion,
Operation, InputMode

ボットの名前、ボットのバージョン、オペレーション (PostContent)、
および入力がテキストまたは音声であるかに基づいて、メトリクスをグ
ループ化します。

BotName, BotVersion,
Operation

ボットの名前、ボットのバージョン、およびオペレーション PostText
に基づいて、メトリクスをグループ化します。

BotName, BotAlias,
Operation

ボットの名前、ボットのエイリアス、およびオペレーション PostText
に基づいて、メトリクスをグループ化します。
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CloudWatch のチャネル関連付けの Amazon Lex メトリクス
チャネル関連付けは、Amazon Lex とメッセージングチャネル (Facebook など) との関連付けです。次の
表は、Amazon Lex のチャネル関連付けの説明です。
メトリクス

説明

BotChannelAuthErrors

指定期間中にメッセージングチャネルから返された認証エラーの数。認証
エラーは、チャネルの作成時に提供されたシークレットトークンが無効で
あるか、期限切れになっていることを示します。

指定期間中の設定エラーの数。設定エラーは、チャネルの 1 つ以上の設定
BotChannelConfigurationErrors
エントリが無効であることを示します。
メッセージングチャネルから送信されたメッセージが、指定期間中に
BotChannelInboundThrottledEvents
Amazon Lex でスロットルされた回数。
Amazon Lex からメッセージングチャネルへのアウトバウンドイベントが
BotChannelOutboundThrottledEvents
指定期間中にスロットルされた回数。
BotChannelRequestCount 指定期間中にチャネルで送信されたリクエストの数。
指定期間中に Amazon Lex がレスポンスカードを投稿できなかった回数。
BotChannelResponseCardErrors
BotChannelSystemErrors 指定期間中にチャネルに対して Amazon Lex で発生した内部エラーの数。
Amazon Lex のチャネル関連付けメトリクスでは AWS/Lex 名前空間を使用し、以下のディメンションのメ
トリクスを提供します。メトリクスは、CloudWatch コンソールのディメンション別にグループ化できま
す。
ディメンション

説明

BotAlias,
BotChannelName,
BotName, Source

ボットのエイリアス、チャネル名、ボットの名前、トラフィックのソース
に基づいてメトリクスをグループ化します。

CloudWatch会話ログの メトリクス
Amazon Lex は、会話ログに次のメトリクスを使用します。
メトリクス

説明

ConversationLogsAudioDeliverySuccess

指定した期間中に S3 バケットに正常に配信された
オーディオログの数。
単位: Count

ConversationLogsAudioDeliveryFailure

指定した期間中に S3 バケットへの配信に失敗し
たオーディオログの数。配信エラーは、会話ログ
用に構成されたリソースのエラーを示します。エ
ラーには、不十分な IAM アクセス許可、アクセス
できない AWS KMS キー、アクセスできない S3
バケットなどがあります。
単位: Count
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メトリクス

説明

ConversationLogsTextDeliverySuccess

指定した期間中に CloudWatch Logs に正常に配信
されたテキストログの数。
単位: Count

ConversationLogsTextDeliveryFailure

指定した期間中に CloudWatch Logs への配信に失
敗したテキストログの数。配信エラーは、会話ロ
グ用に構成されたリソースのエラーを示します。
エラーには、不十分な IAM アクセス許可、アク
セスできない AWS KMS キー、アクセスできない
CloudWatch Logs ロググループなどがあります。
単位: Count

Amazon Lex 会話ログメトリクスは AWS/Lex 名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリクスを提
供します。メトリクスは、CloudWatch コンソールのディメンション別にグループ化できます。
ディメンション

説明

BotAlias

ボットのエイリアスでメトリクスをグループ化す
る。

BotName

ボットの名前でメトリクスをグループ化する。

BotVersion

ボットのバージョンごとにメトリクスをグループ
化する。

Amazon Lex ログによる AWS CloudTrail API コール
のモニタリング
Amazon Lex は と統合されていますAWS CloudTrail。このサービスは、 内でユーザーやロールAWS、ま
たは Amazon Lex のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。 は、 CloudTrail コ
ンソールからのコールや、 API へのコード呼び出しを含む、 の Amazon Lex APIs コールのサブセットを
イベントAmazon LexとしてAmazon Lexキャプチャします。証跡を作成する場合は、CloudTrail のイベン
トなど、Amazon S3 バケットへの Amazon Lex イベントの継続的な配信を有効にすることができます。
証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを
表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、Amazon Lex に対して行われたリクエス
ト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrail の詳細（設定して有効にする方法など）については、『AWS CloudTrail User Guide』を参照し
てください。

Amazon Lex 内の 情報CloudTrail
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウントで有効になります。Amazon Lex でサポートされるイ
ベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベントとして AWS のサービス
の他のイベントとともに [Event history (イベント履歴)] に記録されます。最近のイベントは、AWS アカウ
ントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの
表示」を参照してください。
AWS のイベントなど、Amazon Lex アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成しま
す。CloudTrail証跡Amazon Simple Storage Serviceにより、 はログファイルを Amazon S3 () バケットに
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配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、その証跡がすべての AWS リポジトリ
に適用されます。証跡では、パーティション内のすべてのリポジトリAWSからのイベントがログに記録さ
れ、指定した S3 バケットにログファイルが配信されます。さらに、より詳細な分析と ログで収集された
データに基づいた行動のために他の AWS のサービスCloudTrailを設定できます。詳細については、以下を
参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail サポートされているサービスと統合
• の Amazon Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 複数のリージョンCloudTrailからのログファイルの受信と複数のアカウントCloudTrailからのログファイ
ルの受信
Amazon Lex は、 ログファイルのイベントとして次のオペレーションCloudTrailを記録します。
• CreateBotVersion (p. 269)
• CreateIntentVersion (p. 274)
• CreateSlotTypeVersion (p. 280)
• DeleteBot (p. 284)
• DeleteBotAlias (p. 286)
• DeleteBotChannelAssociation (p. 288)
• DeleteBotVersion (p. 290)
• DeleteIntent (p. 292)
• DeleteIntentVersion (p. 294)
• DeleteSlotType (p. 296)
• DeleteSlotTypeVersion (p. 298)
• DeleteUtterances (p. 300)
• GetBot (p. 302)
• GetBotAlias (p. 307)
• GetBotAliases (p. 310)
• GetBotChannelAssociation (p. 313)
• GetBotChannelAssociations (p. 317)
• GetBots (p. 320)
• GetBotVersions (p. 323)
• GetBuiltinIntent (p. 326)
• GetBuiltinIntents (p. 328)
• GetBuiltinSlotTypes (p. 330)
• GetSlotTypeVersions (p. 364)
• GetUtterancesView (p. 367)
• PutBot (p. 372)
• PutBotAlias (p. 383)
• PutIntent (p. 388)
• PutSlotType (p. 400)
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。この情報により、
次のことを確認できます。
• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか
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• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか
• リクエストが別のAWSサービスによって行われたかどうか
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。
Amazon Lex ログに記録される CloudTrail アクションの詳細については、「Amazon Lex モデル構築サー
ビス」を参照してください。たとえば、PutBot (p. 372)、GetBot (p. 302)、DeleteBot (p. 284) の
各オペレーションを呼び出すと、CloudTrail ログにエントリが生成されます。「Amazon Lex Runtime
Service」、「PostContent (p. 425)」、「PostText (p. 434)」に記載されているアクションはログに記
録されません。

例: Amazon Lex ログファイルエントリ
証跡は、指定した S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定です。
CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは任意の送信元からの単
一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなど
に関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタッ
クトレースではないため、特定の順序では表示されません。
次のCloudTrailログエントリの例は、 PutBot オペレーションへの呼び出しの結果を示しています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole | FederatedUser | IAMUser | Root | SAMLUser |
WebIdentityUser",
"principalId": "principal ID",
"arn": "ARN",
"accountId": "account ID",
"accessKeyId": "access key ID",
"userName": "user name"
},
"eventTime": "timestamp",
"eventSource": "lex.amazonaws.com",
"eventName": "PutBot",
"awsRegion": "region",
"sourceIPAddress": "source IP address",
"userAgent": "user agent",
"requestParameters": {
"name": "CloudTrailBot",
"intents": [
{
"intentVersion": "11",
"intentName": "TestCloudTrail"
}
],
"voiceId": "Salli",
"childDirected": false,
"locale": "en-US",
"idleSessionTTLInSeconds": 500,
"processBehavior": "BUILD",
"description": "CloudTrail test bot",
"clarificationPrompt": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText",
"content": "I didn't understand you. wWat would you like to
do?"
}
],
"maxAttempts": 2
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},
"abortStatement": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText",
"content": "Sorry. I'm not able to assist at this time."
}
]
}

},
"responseElements": {
"voiceId": "Salli",
"locale": "en-US",
"childDirected": false,
"abortStatement": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText",
"content": "Sorry. I'm not able to assist at this time."
}
]
},
"status": "BUILDING",
"createdDate": "timestamp",
"lastUpdatedDate": "timestamp",
"idleSessionTTLInSeconds": 500,
"intents": [
{
"intentVersion": "11",
"intentName": "TestCloudTrail"
}
],
"clarificationPrompt": {
"messages": [
{
"contentType": "PlainText",
"content": "I didn't understand you. What would you like to

do?"

}
],
"maxAttempts": 2

},
"version": "$LATEST",
"description": "CloudTrail test bot",
"checksum": "checksum",
"name": "CloudTrailBot"

}

}

},
"requestID": "request ID",
"eventID": "event ID",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "account ID"

のコンプライアンス検証Amazon Lex
サードパーティーの監査者は、複数の Amazon Lex コンプライアンスプログラムの一環として AWS
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。Amazon Lex は HIPAA に準拠しています。これ
は、PCI、SOC、および ISO に準拠しています。サードパーティーの監査レポートをダウンロードするに
は、 を使用します。AWS Artifact. 詳細については、「AWS Artifact のレポートのダウンロード.」を参照
してください。
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Amazon Lex を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、組織のデータの機密性や組織のコンプラ
イアンス目的、適用可能な法律、規制によって決定されます。Amazon Lex の使用が PCI などの規格に準
拠していることを前提としている場合、AWS は役立つ以下のリソースを提供します。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – アーキテクチャ上の考慮事項につい
て説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境を AWS にデプロイする
ための手順を説明するデプロイメントガイド。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペー
パーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しま
す。
• AWS コンプライアンスのリソース – お客様の業界や場所に適用される可能性があるワークブックとガイ
ドのコレクション。
• AWS Config – 自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を
評価するサービス。
• AWS Security Hub – セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立
つ、AWS 内のセキュリティ状態の包括的な表示。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にある AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス.」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム.」を参照してください。

の耐障害性Amazon Lex
AWS グローバルインフラストラクチャは、AWSリージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。 AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプ
リケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来
の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れ
ています。
AWSのリージョンやアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWSグローバルインフラストラク
チャ.を参照してください。
では、 AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニーズに対
応できるように複数のAmazon Lex機能を提供しています。

のインフラストラクチャセキュリティAmazon Lex
マネージド型サービスである Amazon Lex はAWS、「: セキュリティプロセスAmazon Web Servicesの
概要」ホワイトペーパーに記載されているグローバルネットワークセキュリティの手順で保護されていま
す。
AWS が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon Lex にアクセスします。クラ
イアントは TLS(Transport Layer Security)1.0 をサポートしている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットのアクセ
スキーを使用して署名する必要があります。または、 AWS Security Token Service (AWS STS) を使用し
て一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon Lex
ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされています。これには送信元 IP アドレスに基づく
制限を含めることができます。また、 Amazon Lex ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の からのアクセスを制御することもできますVPCs。 こ
れにより、実質的に、ネットワーク内の特定のAmazon Lex VPC からのみ特定のリソースへのAWSネット
ワークアクセスが分離されます。
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Guidelines and Quotas in Amazon
Lex
以下のセクションでは、Amazon Lex を使用する際のガイドラインとクォータについて説明します。
トピック
• Supported Regions (p. 259)
• General Guidelines (p. 259)
• Quotas (p. 261)

Supported Regions
一覧については、 AWS 地域 Amazon Lex が利用可能です。を参照してください。 AWSリージョンとエン
ドポイント の Amazon Web Services General Reference.

General Guidelines
このセクションでは、Amazon Lex を使用する際の一般的なガイドラインについて説明します。
• Signing requests – All Amazon Lex model-building and runtime API operations in the API リファレン
ス (p. 266) use signature V4 for authenticating requests. For more information about authenticating
requests, see Signature Version 4 Signing Process in the Amazon Web Services 全般的なリファレンス.

For PostContent (p. 425), Amazon Lex uses the unsigned payload option described in Signature
Calculations for the Authorization Header: Transferring Payload in a Single Chunk (AWS Signature
Version 4) in the Amazon Simple Storage Service (S3) API Reference.

When you use the unsigned payload option, don't include the hash of the payload in the canonical
request. Instead, you use the literal string "UNSIGNED-PAYLOAD" as the hash of the payload. Also
include a header with the name x-amz-content-sha256 and the value UNSIGNED-PAYLOAD in the
PostContent request.
• Note the following about how Amazon Lex captures slot values from user utterances:

Amazon Lex uses the enumeration values you provide in a slot type definition to train its machine
learning models. Suppose you define an intent called GetPredictionIntent with the following sample
utterance:
"Tell me the prediction for {Sign}"
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Where {Sign} is a slot of custom type ZodiacSign. It has 12 enumeration values, Aries through
Pisces. From the user utterance "Tell me the prediction for ..." Amazon Lex understands what follows is
a zodiac sign.

When the valueSelectionStrategy field is set to ORIGINAL_VALUE using the
PutSlotType (p. 400) operation, or if Expand values is selected in the console, if the user says "Tell me
the prediction for earth", Amazon Lex infers that "earth" is a ZodiacSign and passes it to your client
application or Lambda functions. You must check that slot values have valid values before using them in
your fulfillment activity.

If you set the valueSelectionStrategy field to TOP_RESOLUTION using the PutSlotType (p. 400)
operation, or if Restrict to slot values and synonyms is selected in the console, the values that are
returned are limited to the values that you defined for the slot type. For example, if the user says "Tell me
the prediction for earth" the value would not be recognized because it is not one of the values defined for
the slot type. When you define synonyms for slot values, they are recognized the same as a slot value,
however, the slot value is returned instead of the synonym.

When Amazon Lex calls a Lambda function or returns the result of a speech interaction with your client
application, the case of the slot values is not guaranteed. For example, if you are eliciting values for
the AMAZON.Movie built-in slot type, and a user says or types "Gone with the wind," Amazon Lex
may return "Gone with the Wind," "gone with the wind," or "Gone With The Wind." In text interactions,
the case of the slot values matches the text entered or the slot value, depending on the value of the
valueResolutionStrategy field.

• Amazon Lex does not support the AMAZON.LITERAL built-in slot type that the Alexa Skills Kit
supports. However, Amazon Lex supports creating custom slot types that you can use to implement this
functionality. As mentioned in the previous bullet, you can capture values outside the custom slot type
definition. Add more and diverse enumeration values to boost the automatic speech recognition (ASR)
and natural language understanding (NLU) accuracy.

• The AMAZON.DATE and AMAZON.TIME built-in slot types capture both absolute and relative dates and
times. Relative dates and times are resolved in the region where Amazon Lex is processing the request.

For the AMAZON.TIME built-in slot type, if the user doesn't specify that a time is before or after noon, the
time is ambiguous and Amazon Lex will prompt the user again. We recommend prompts that elicit an
absolute time. For example, use a prompt such as "When do you want your pizza delivered? You can say
6 PM or 6 in the evening."

• Providing confusable training data in your bot reduces Amazon Lex's ability to understand user input.
Consider these examples:

Suppose you have two intents (OrderPizza and OrderDrink) in your bot and both are configured
with an "I want to order" utterance. This utterance does not map to a specific intent that Amazon Lex can
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learn from while building the language model for the bot at build time. As a result, when a user inputs this
utterance at runtime, Amazon Lex can't pick an intent with a high degree of confidence.

Consider another example where you define a custom intent for getting a confirmation from the user
(for example, MyCustomConfirmationIntent) and configure the intent with the utterances "Yes"
and "No." Note that Amazon Lex also has a language model for understanding user confirmations.
This can create conflicting situation. When the user responds with a "Yes," does this mean that this is a
confirmation for the ongoing intent or that the user is requesting the custom intent that you created?

In general, the sample utterances you provide should map to a specific intent and, optionally, to specific
slot values.
• The runtime API operations PostContent (p. 425) and PostText (p. 434) take a user ID as the
required parameter. Developers can set this to any value that meets the constraints described in the API.
We recommend you don't use this parameter to send any confidential information such as user logins,
emails, or social security numbers. This ID is primarily used to uniquely identify conversation with a bot
(there can be multiple users ordering pizza).
• If your client application uses Amazon Cognito for authentication, you might use the Amazon Cognito
user ID as Amazon Lex user ID. Note that any Lambda function configured for your bot must have its
own authentication mechanism to identify the user on whose behalf Amazon Lex is invoking the Lambda
function.
• We encourage you to define an intent that captures a user's intention to discontinue the conversation. For
example, you can define an intent (NothingIntent) with sample utterances ("I don't want anything",
"exit", "bye bye"), no slots, and no Lambda function configured as a code hook. This lets users gracefully
close a conversation.

Quotas
このセクションでは、Amazon Lex の現在のクォータについて説明します。これらのクォータはカテゴリ
別にグループ化されています。
トピック
• Runtime Service Quotas (p. 261)
• Model Building Quotas (p. 262)

Runtime Service Quotas
API リファレンスで説明しているクォータに加えて、以下の点に注意してください。

API Quotas
• Speech input to the PostContent (p. 425) operation can be up to 15 seconds long.
261

Amazon Lex 開発者ガイド
Model Building Quotas

• In both the runtime API operations PostContent (p. 425) and PostText (p. 434), the input text size can
be up to 1024 Unicode characters.

• The maximum size of PostContent headers is 16 KB. The maximum size of request and session
headers combined is 12 KB.

• The maximum input size to a Lambda function is 12 KB. The maximum output size is 25 KB, of which 12
KB can be session attributes.

Using the $LATEST version
• The $LATEST version of your bot should only be used for manual testing. Amazon Lex limits the number
of runtime requests that you can make to the $LATEST version of the bot.

• When you update the $LATEST version of the bot, Amazon Lex terminates any in-progress conversations
for any client application using the $LATEST version of the bot. Generally, you should not use the
$LATEST version of a bot in production because $LATEST version can be updated. You should publish a
version and use it instead.

• When you update an alias, Amazon Lex takes a few minutes to pick up the change. When you modify the
$LATEST version of the bot, the change is picked up immediately.

Session Timeout
• The session timeout set when the bot was created determines how long the bot retains conversation
context, such as current user intent and slot data.

• After a user starts the conversation with your bot and until the session expires, Amazon Lex uses the
same bot version, even if you update the bot alias to point to another version.

Model Building Quotas
モデル構築とは、ボットの作成と管理のことです。これには、ボット、インテント、スロットタイプ、ス
ロット、ボットチャネル関連付けの作成と管理などが含まれます。
トピック
• Bot Quotas (p. 263)
• Intent Quotas (p. 264)
• Slot Type Quotas (p. 265)
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Bot Quotas
• You configure prompts and statements throughout the model building API. Each of these prompts
or statements can have up to five messages and each message can contain from 1 to 1000 UTF-8
characters.
• When using message groups you can define up to five message groups for each message. Each
message group can contain a maximum of five messages, and you are limited to 15 messages in all
message groups.
• You can define sample utterances for intents and slots. You can use a maximum of 200,000 characters
for all utterances.
• Each slot type can define a maximum of 10,000 values and synonyms. Each bot can contain a maximum
of 50,000 slot type values and synonyms.
• Bot, alias, and bot channel association names are case insensitive at the time of creation. If you create
PizzaBot and then try to create pizzaBot, you will get an error. However, when accessing a resource,
the resource names are case sensitive, you must specify PizzaBot and not pizzaBot. These names
must be between 2 and 50 ASCII characters.
• The maximum number of versions you can publish for all resource types is 100. Note that there is no
versioning for aliases.
• Within a bot, intent names and slot names must be unique, you can't have an intent and a slot by the
same name.
• You can create a bot that is configured to support multiple intents. If two intents have a slot by the same
name, then the corresponding slot type must be the same.

For example, suppose you create a bot to support two intents (OrderPizza and OrderDrink). If both
these intents have the size slot, then the slot type must be the same in both places.

In addition, the sample utterances you provide for a slot in one of the intents applies to a slot with the
same name in other intents.
• You can associate a maximum of 100 intents with a bot.
• When you create a bot, you specify a session timeout. The session timeout can be between one minute
and one day. The default is five minutes.
• You can create up to five aliases for a bot.
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• You can create up to 100 bots per AWS account.
• You cannot create multiple intents that extend from the same built-in intent.

Intent Quotas
• Intent and slot names are case insensitive at the time of creation. That is, if you create OrderPizza
intent and then again try to create another orderPizza intent, you will get an error. However, when
accessing these resources, the resource names are case sensitive, specify OrderPizza and not
orderPizza. These names must be between 1 and 100 ASCII characters.
• An intent can have up to 1,500 sample utterances. A minimum of one sample utterance is required. Each
sample utterance can be up to 200 UTF-8 characters long. You can use up to 200,000 characters for all
intent and slot utterances in a bot. A sample utterance for an intent:
• Can refer to zero or more slot names.
• Can refer to a slot name only once.
For example:
I want a pizza
I want a {pizzaSize} pizza
I want a {pizzaSize} {pizzaTopping} pizza

• Although each intent supports up to 1,500 utterances, if you use fewer utterances Amazon Lex may have
a better ability to recognize inputs outside your provided set.
• You can create up to five message groups for each message in an intent. There can be a total of 15
messages in all message groups for a message.
• The console can only create message groups for the conclusionStatement and followUpPrompt
messages. You can create message groups for any other message using the Amazon Lex API.
• Each slot can have up to 10 sample utterances. Each sample utterance must refer to the slot name
exactly once. For example:
{pizzaSize} please

• Each bot can have a maximum of 200,000 characters for intent and slot utterances combined.
• You cannot provide utterances for intents that extend from built-in intents. For all other intents you must
provide at least one sample utterance. Intents contain slots, but the slot level sample utterances are
optional.
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• Built-in intents
• Currently, Amazon Lex does not support slot elicitation for built-in intents. You cannot create Lambda
functions to return the ElicitSlot directive in the response with an intent that is derived from built-in
intents. For more information, see レスポンスの形式 (p. 146).
• The service does not support adding sample utterances to built-in intents. Similarly, you cannot add or
remove slots to built-in intents.
• You can create up to 1,000 intents per AWS account. You can create up to 100 slots in an intent.

Slot Type Quotas
• Slot type names are case insensitive at the time of creation. If you create the PizzaSize slot type and
then again try to create the pizzaSize slot type, you will get an error. However, when accessing these
resources, the resource names are case sensitive (you must specify PizzaSize and not pizzaSize).
Names must be between 1 and 100 ASCII characters.
• A custom slot type you create can have a maximum of 10,000 enumeration values and synonyms. Each
value can be up to 140 UTF-8 characters long. The enumeration values and synonyms cannot contain
duplicates.
• For a slot type value, where appropriate, specify both upper and lower case. For example, for a slot type
called Procedure, if value is MRI, specify both "MRI" and "mri" as values.
• Built-in slot types – Currently, Amazon Lex doesn't support adding enumeration values or synonyms for
the built-in slot types.
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API リファレンス
このセクションでは、Amazon Lex API オペレーションについて説明します。Amazon Lex が利用可能な
AWS リージョンの一覧については、https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#lex_region
全般のリファレンスの「Amazon Web ServicesAWS リージョンとエンドポイント」を参照してくださ
い。
トピック
• Actions (p. 266)
• Data Types (p. 447)

Actions
The following actions are supported by Amazon Lex Model Building Service:
• CreateBotVersion (p. 269)
• CreateIntentVersion (p. 274)
• CreateSlotTypeVersion (p. 280)
• DeleteBot (p. 284)
• DeleteBotAlias (p. 286)
• DeleteBotChannelAssociation (p. 288)
• DeleteBotVersion (p. 290)
• DeleteIntent (p. 292)
• DeleteIntentVersion (p. 294)
• DeleteSlotType (p. 296)
• DeleteSlotTypeVersion (p. 298)
• DeleteUtterances (p. 300)
• GetBot (p. 302)
• GetBotAlias (p. 307)
• GetBotAliases (p. 310)
• GetBotChannelAssociation (p. 313)
• GetBotChannelAssociations (p. 317)
• GetBots (p. 320)
• GetBotVersions (p. 323)
• GetBuiltinIntent (p. 326)
•
•
•
•

GetBuiltinIntents (p. 328)
GetBuiltinSlotTypes (p. 330)
GetExport (p. 332)
GetImport (p. 335)

•
•
•
•
•

GetIntent (p. 338)
GetIntents (p. 344)
GetIntentVersions (p. 347)
GetMigration (p. 350)
GetMigrations (p. 354)
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• GetSlotType (p. 357)
• GetSlotTypes (p. 361)
• GetSlotTypeVersions (p. 364)
• GetUtterancesView (p. 367)
• ListTagsForResource (p. 370)
• PutBot (p. 372)
• PutBotAlias (p. 383)
• PutIntent (p. 388)
• PutSlotType (p. 400)
• StartImport (p. 406)
• StartMigration (p. 410)
• TagResource (p. 414)
• UntagResource (p. 416)
The following actions are supported by Amazon Lex Runtime Service:
• DeleteSession (p. 418)
• GetSession (p. 421)
• PostContent (p. 425)
• PostText (p. 434)
• PutSession (p. 442)

Amazon Lex Model Building Service
The following actions are supported by Amazon Lex Model Building Service:
• CreateBotVersion (p. 269)
• CreateIntentVersion (p. 274)
• CreateSlotTypeVersion (p. 280)
• DeleteBot (p. 284)
• DeleteBotAlias (p. 286)
• DeleteBotChannelAssociation (p. 288)
• DeleteBotVersion (p. 290)
• DeleteIntent (p. 292)
• DeleteIntentVersion (p. 294)
• DeleteSlotType (p. 296)
• DeleteSlotTypeVersion (p. 298)
• DeleteUtterances (p. 300)
• GetBot (p. 302)
• GetBotAlias (p. 307)
• GetBotAliases (p. 310)
• GetBotChannelAssociation (p. 313)
• GetBotChannelAssociations (p. 317)
• GetBots (p. 320)
• GetBotVersions (p. 323)
• GetBuiltinIntent (p. 326)
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• GetBuiltinIntents (p. 328)
•
•
•
•
•

GetBuiltinSlotTypes (p. 330)
GetExport (p. 332)
GetImport (p. 335)
GetIntent (p. 338)
GetIntents (p. 344)

• GetIntentVersions (p. 347)
• GetMigration (p. 350)
• GetMigrations (p. 354)
• GetSlotType (p. 357)
• GetSlotTypes (p. 361)
• GetSlotTypeVersions (p. 364)
• GetUtterancesView (p. 367)
• ListTagsForResource (p. 370)
• PutBot (p. 372)
• PutBotAlias (p. 383)
• PutIntent (p. 388)
• PutSlotType (p. 400)
• StartImport (p. 406)
• StartMigration (p. 410)
• TagResource (p. 414)
• UntagResource (p. 416)
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CreateBotVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates a new version of the bot based on the $LATEST version. If the $LATEST version of this resource
hasn't changed since you created the last version, Amazon Lex doesn't create a new version. It returns the
last created version.

Note
You can update only the $LATEST version of the bot. You can't update the numbered versions that
you create with the CreateBotVersion operation.
When you create the first version of a bot, Amazon Lex sets the version to 1. Subsequent versions
increment by 1. For more information, see バージョニング (p. 137).
This operation requires permission for the lex:CreateBotVersion action.

Request Syntax
POST /bots/name/versions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"checksum": "string"

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 269)
The name of the bot that you want to create a new version of. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
checksum (p. 269)
Identifies a specific revision of the $LATEST version of the bot. If you specify a checksum and
the $LATEST version of the bot has a different checksum, a PreconditionFailedException
exception is returned and Amazon Lex doesn't publish a new version. If you don't specify a checksum,
Amazon Lex publishes the $LATEST version.
Type: String
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 201
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Content-type: application/json
{

}

"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"checksum": "string",
"childDirected": boolean,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"createdDate": number,
"description": "string",
"detectSentiment": boolean,
"enableModelImprovements": boolean,
"failureReason": "string",
"idleSessionTTLInSeconds": number,
"intents": [
{
"intentName": "string",
"intentVersion": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"locale": "string",
"name": "string",
"status": "string",
"version": "string",
"voiceId": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 201 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
abortStatement (p. 269)
The message that Amazon Lex uses to cancel a conversation. For more information, see
PutBot (p. 372).
Type: Statement (p. 491) object
checksum (p. 269)
Checksum identifying the version of the bot that was created.
Type: String
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childDirected (p. 269)
For each Amazon Lex bot created with the Amazon Lex Model Building Service, you must specify
whether your use of Amazon Lex is related to a website, program, or other application that is directed
or targeted, in whole or in part, to children under age 13 and subject to the Children's Online Privacy
Protection Act (COPPA) by specifying true or false in the childDirected field. By specifying
true in the childDirected field, you confirm that your use of Amazon Lex is related to a website,
program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13
and subject to COPPA. By specifying false in the childDirected field, you confirm that your use
of Amazon Lex is not related to a website, program, or other application that is directed or targeted,
in whole or in part, to children under age 13 and subject to COPPA. You may not specify a default
value for the childDirected field that does not accurately reflect whether your use of Amazon Lex
is related to a website, program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to
children under age 13 and subject to COPPA.
If your use of Amazon Lex relates to a website, program, or other application that is directed in whole
or in part, to children under age 13, you must obtain any required verifiable parental consent under
COPPA. For information regarding the use of Amazon Lex in connection with websites, programs, or
other applications that are directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13, see the
Amazon Lex FAQ.
Type: Boolean
clarificationPrompt (p. 269)
The message that Amazon Lex uses when it doesn't understand the user's request. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 269)
The date when the bot version was created.
Type: Timestamp
description (p. 269)
A description of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
detectSentiment (p. 269)
Indicates whether utterances entered by the user should be sent to Amazon Comprehend for sentiment
analysis.
Type: Boolean
enableModelImprovements (p. 269)
Indicates whether the bot uses accuracy improvements. true indicates that the bot is using the
improvements, otherwise, false.
Type: Boolean
failureReason (p. 269)
If status is FAILED, Amazon Lex provides the reason that it failed to build the bot.
Type: String
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idleSessionTTLInSeconds (p. 269)
The maximum time in seconds that Amazon Lex retains the data gathered in a conversation. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 60. Maximum value of 86400.
intents (p. 269)
An array of Intent objects. For more information, see PutBot (p. 372).
Type: Array of Intent (p. 466) objects
lastUpdatedDate (p. 269)
The date when the $LATEST version of this bot was updated.
Type: Timestamp
locale (p. 269)
Specifies the target locale for the bot.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
name (p. 269)
The name of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
status (p. 269)
When you send a request to create or update a bot, Amazon Lex sets the status response element
to BUILDING. After Amazon Lex builds the bot, it sets status to READY. If Amazon Lex can't build the
bot, it sets status to FAILED. Amazon Lex returns the reason for the failure in the failureReason
response element.
Type: String
Valid Values: BUILDING | READY | READY_BASIC_TESTING | FAILED | NOT_BUILT
version (p. 269)
The version of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
voiceId (p. 269)
The Amazon Polly voice ID that Amazon Lex uses for voice interactions with the user.
Type: String
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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CreateIntentVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates a new version of an intent based on the $LATEST version of the intent. If the $LATEST version of
this intent hasn't changed since you last updated it, Amazon Lex doesn't create a new version. It returns the
last version you created.

Note
You can update only the $LATEST version of the intent. You can't update the numbered versions
that you create with the CreateIntentVersion operation.
When you create a version of an intent, Amazon Lex sets the version to 1. Subsequent versions increment
by 1. For more information, see バージョニング (p. 137).
This operation requires permissions to perform the lex:CreateIntentVersion action.

Request Syntax
POST /intents/name/versions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"checksum": "string"

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 274)
The name of the intent that you want to create a new version of. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
checksum (p. 274)
Checksum of the $LATEST version of the intent that should be used to create the new version. If you
specify a checksum and the $LATEST version of the intent has a different checksum, Amazon Lex
returns a PreconditionFailedException exception and doesn't publish a new version. If you
don't specify a checksum, Amazon Lex publishes the $LATEST version.
Type: String
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 201
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Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"conclusionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"createdDate": number,
"description": "string",
"dialogCodeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"followUpPrompt": {
"prompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
},
"fulfillmentActivity": {
"codeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"type": "string"
},
"inputContexts": [
{
"name": "string"
}
],
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}

"kendraConfiguration": {
"kendraIndex": "string",
"queryFilterString": "string",
"role": "string"
},
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"outputContexts": [
{
"name": "string",
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
],
"parentIntentSignature": "string",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slots": [
{
"defaultValueSpec": {
"defaultValueList": [
{
"defaultValue": "string"
}
]
},
"description": "string",
"name": "string",
"obfuscationSetting": "string",
"priority": number,
"responseCard": "string",
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slotConstraint": "string",
"slotType": "string",
"slotTypeVersion": "string",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
}
],
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 201 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
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checksum (p. 274)
Checksum of the intent version created.
Type: String
conclusionStatement (p. 274)
After the Lambda function specified in the fulfillmentActivity field fulfills the intent, Amazon Lex
conveys this statement to the user.
Type: Statement (p. 491) object
confirmationPrompt (p. 274)
If defined, the prompt that Amazon Lex uses to confirm the user's intent before fulfilling it.
Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 274)
The date that the intent was created.
Type: Timestamp
description (p. 274)
A description of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
dialogCodeHook (p. 274)
If defined, Amazon Lex invokes this Lambda function for each user input.
Type: CodeHook (p. 459) object
followUpPrompt (p. 274)
If defined, Amazon Lex uses this prompt to solicit additional user activity after the intent is fulfilled.
Type: FollowUpPrompt (p. 463) object
fulfillmentActivity (p. 274)
Describes how the intent is fulfilled.
Type: FulfillmentActivity (p. 464) object
inputContexts (p. 274)
An array of InputContext objects that lists the contexts that must be active for Amazon Lex to
choose the intent in a conversation with the user.
Type: Array of InputContext (p. 465) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 5 items.
kendraConfiguration (p. 274)
Configuration information, if any, for connecting an Amazon Kendra index with the
AMAZON.KendraSearchIntent intent.
Type: KendraConfiguration (p. 469) object
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lastUpdatedDate (p. 274)
The date that the intent was updated.
Type: Timestamp
name (p. 274)
The name of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
outputContexts (p. 274)
An array of OutputContext objects that lists the contexts that the intent activates when the intent is
fulfilled.
Type: Array of OutputContext (p. 479) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
parentIntentSignature (p. 274)
A unique identifier for a built-in intent.
Type: String
rejectionStatement (p. 274)
If the user answers "no" to the question defined in confirmationPrompt, Amazon Lex responds with
this statement to acknowledge that the intent was canceled.
Type: Statement (p. 491) object
sampleUtterances (p. 274)
An array of sample utterances configured for the intent.
Type: Array of strings
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 1500 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 200.
slots (p. 274)
An array of slot types that defines the information required to fulfill the intent.
Type: Array of Slot (p. 482) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 100 items.
version (p. 274)
The version number assigned to the new version of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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CreateSlotTypeVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates a new version of a slot type based on the $LATEST version of the specified slot type. If the
$LATEST version of this resource has not changed since the last version that you created, Amazon Lex
doesn't create a new version. It returns the last version that you created.

Note
You can update only the $LATEST version of a slot type. You can't update the numbered versions
that you create with the CreateSlotTypeVersion operation.
When you create a version of a slot type, Amazon Lex sets the version to 1. Subsequent versions
increment by 1. For more information, see バージョニング (p. 137).
This operation requires permissions for the lex:CreateSlotTypeVersion action.

Request Syntax
POST /slottypes/name/versions HTTP/1.1
Content-type: application/json
{
}

"checksum": "string"

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 280)
The name of the slot type that you want to create a new version for. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
checksum (p. 280)
Checksum for the $LATEST version of the slot type that you want to publish. If you specify a
checksum and the $LATEST version of the slot type has a different checksum, Amazon Lex returns
a PreconditionFailedException exception and doesn't publish the new version. If you don't
specify a checksum, Amazon Lex publishes the $LATEST version.
Type: String
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 201
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Content-type: application/json
{

}

"checksum": "string",
"createdDate": number,
"description": "string",
"enumerationValues": [
{
"synonyms": [ "string" ],
"value": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"parentSlotTypeSignature": "string",
"slotTypeConfigurations": [
{
"regexConfiguration": {
"pattern": "string"
}
}
],
"valueSelectionStrategy": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 201 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
checksum (p. 280)
Checksum of the $LATEST version of the slot type.
Type: String
createdDate (p. 280)
The date that the slot type was created.
Type: Timestamp
description (p. 280)
A description of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
enumerationValues (p. 280)
A list of EnumerationValue objects that defines the values that the slot type can take.
Type: Array of EnumerationValue (p. 462) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10000 items.
lastUpdatedDate (p. 280)
The date that the slot type was updated. When you create a resource, the creation date and last
update date are the same.
Type: Timestamp
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name (p. 280)
The name of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
parentSlotTypeSignature (p. 280)
The built-in slot type used a the parent of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^((AMAZON\.)_?|[A-Za-z]_?)+
slotTypeConfigurations (p. 280)
Configuration information that extends the parent built-in slot type.
Type: Array of SlotTypeConfiguration (p. 487) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
valueSelectionStrategy (p. 280)
The strategy that Amazon Lex uses to determine the value of the slot. For more information, see
PutSlotType (p. 400).
Type: String
Valid Values: ORIGINAL_VALUE | TOP_RESOLUTION
version (p. 280)
The version assigned to the new slot type version.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
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HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

283

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

DeleteBot

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes all versions of the bot, including the $LATEST version. To delete a specific version of the bot, use
the DeleteBotVersion (p. 290) operation. The DeleteBot operation doesn't immediately remove the bot
schema. Instead, it is marked for deletion and removed later.
Amazon Lex stores utterances indefinitely for improving the ability of your bot to respond to user
inputs. These utterances are not removed when the bot is deleted. To remove the utterances, use the
DeleteUtterances (p. 300) operation.
If a bot has an alias, you can't delete it. Instead, the DeleteBot operation returns a
ResourceInUseException exception that includes a reference to the alias that refers to the bot. To
remove the reference to the bot, delete the alias. If you get the same exception again, delete the referring
alias until the DeleteBot operation is successful.
This operation requires permissions for the lex:DeleteBot action.

Request Syntax
DELETE /bots/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 284)
The name of the bot. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBotAlias

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes an alias for the specified bot.
You can't delete an alias that is used in the association between a bot and a messaging channel. If an
alias is used in a channel association, the DeleteBot operation returns a ResourceInUseException
exception that includes a reference to the channel association that refers to the bot. You can remove the
reference to the alias by deleting the channel association. If you get the same exception again, delete the
referring association until the DeleteBotAlias operation is successful.

Request Syntax
DELETE /bots/botName/aliases/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botName (p. 286)
The name of the bot that the alias points to.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
name (p. 286)
The name of the alias to delete. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
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HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBotChannelAssociation
Service: Amazon Lex Model Building Service

Deletes the association between an Amazon Lex bot and a messaging platform.
This operation requires permission for the lex:DeleteBotChannelAssociation action.

Request Syntax
DELETE /bots/botName/aliases/aliasName/channels/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
aliasName (p. 288)
An alias that points to the specific version of the Amazon Lex bot to which this association is being
made.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
botName (p. 288)
The name of the Amazon Lex bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
name (p. 288)
The name of the association. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteBotVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes a specific version of a bot. To delete all versions of a bot, use the DeleteBot (p. 284) operation.
This operation requires permissions for the lex:DeleteBotVersion action.

Request Syntax
DELETE /bots/name/versions/version HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 290)
The name of the bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
version (p. 290)
The version of the bot to delete. You cannot delete the $LATEST version of the bot. To delete the
$LATEST version, use the DeleteBot (p. 284) operation.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteIntent

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes all versions of the intent, including the $LATEST version. To delete a specific version of the intent,
use the DeleteIntentVersion (p. 294) operation.
You can delete a version of an intent only if it is not referenced. To delete an intent that is referred to in one
or more bots (see Amazon Lex: 仕組み (p. 3)), you must remove those references first.

Note
If you get the ResourceInUseException exception, it provides an example reference that
shows where the intent is referenced. To remove the reference to the intent, either update the bot
or delete it. If you get the same exception when you attempt to delete the intent again, repeat until
the intent has no references and the call to DeleteIntent is successful.
This operation requires permission for the lex:DeleteIntent action.

Request Syntax
DELETE /intents/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 292)
The name of the intent. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteIntentVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes a specific version of an intent. To delete all versions of a intent, use the DeleteIntent (p. 292)
operation.
This operation requires permissions for the lex:DeleteIntentVersion action.

Request Syntax
DELETE /intents/name/versions/version HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 294)
The name of the intent.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
version (p. 294)
The version of the intent to delete. You cannot delete the $LATEST version of the intent. To delete the
$LATEST version, use the DeleteIntent (p. 292) operation.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteSlotType

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes all versions of the slot type, including the $LATEST version. To delete a specific version of the slot
type, use the DeleteSlotTypeVersion (p. 298) operation.
You can delete a version of a slot type only if it is not referenced. To delete a slot type that is referred to in
one or more intents, you must remove those references first.

Note
If you get the ResourceInUseException exception, the exception provides an example
reference that shows the intent where the slot type is referenced. To remove the reference to the
slot type, either update the intent or delete it. If you get the same exception when you attempt to
delete the slot type again, repeat until the slot type has no references and the DeleteSlotType
call is successful.
This operation requires permission for the lex:DeleteSlotType action.

Request Syntax
DELETE /slottypes/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 296)
The name of the slot type. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteSlotTypeVersion

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes a specific version of a slot type. To delete all versions of a slot type, use the
DeleteSlotType (p. 296) operation.
This operation requires permissions for the lex:DeleteSlotTypeVersion action.

Request Syntax
DELETE /slottypes/name/version/version HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 298)
The name of the slot type.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
version (p. 298)
The version of the slot type to delete. You cannot delete the $LATEST version of the slot type. To
delete the $LATEST version, use the DeleteSlotType (p. 296) operation.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
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ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
ResourceInUseException
The resource that you are attempting to delete is referred to by another resource. Use this information
to remove references to the resource that you are trying to delete.
The body of the exception contains a JSON object that describes the resource.
{ "resourceType": BOT | BOTALIAS | BOTCHANNEL | INTENT,
"resourceReference": {
"name": string, "version": string } }
HTTP Status Code: 400

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteUtterances

Service: Amazon Lex Model Building Service
Deletes stored utterances.
Amazon Lex stores the utterances that users send to your bot. Utterances are stored for 15 days for use
with the GetUtterancesView (p. 367) operation, and then stored indefinitely for use in improving the ability
of your bot to respond to user input.
Use the DeleteUtterances operation to manually delete stored utterances for a specific user. When you
use the DeleteUtterances operation, utterances stored for improving your bot's ability to respond to
user input are deleted immediately. Utterances stored for use with the GetUtterancesView operation are
deleted after 15 days.
This operation requires permissions for the lex:DeleteUtterances action.

Request Syntax
DELETE /bots/botName/utterances/userId HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botName (p. 300)
The name of the bot that stored the utterances.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
userId (p. 300)
The unique identifier for the user that made the utterances. This is the user ID that was sent in the
PostContent or PostText operation request that contained the utterance.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBot

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns metadata information for a specific bot. You must provide the bot name and the bot version or
alias.
This operation requires permissions for the lex:GetBot action.

Request Syntax
GET /bots/name/versions/versionoralias HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 302)
The name of the bot. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
versionoralias (p. 302)
The version or alias of the bot.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"checksum": "string",
"childDirected": boolean,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
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"contentType": "string",
"groupNumber": number

}
],
"responseCard": "string"

}

},
"createdDate": number,
"description": "string",
"detectSentiment": boolean,
"enableModelImprovements": boolean,
"failureReason": "string",
"idleSessionTTLInSeconds": number,
"intents": [
{
"intentName": "string",
"intentVersion": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"locale": "string",
"name": "string",
"nluIntentConfidenceThreshold": number,
"status": "string",
"version": "string",
"voiceId": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
abortStatement (p. 302)
The message that Amazon Lex returns when the user elects to end the conversation without
completing it. For more information, see PutBot (p. 372).
Type: Statement (p. 491) object
checksum (p. 302)
Checksum of the bot used to identify a specific revision of the bot's $LATEST version.
Type: String
childDirected (p. 302)
For each Amazon Lex bot created with the Amazon Lex Model Building Service, you must specify
whether your use of Amazon Lex is related to a website, program, or other application that is directed
or targeted, in whole or in part, to children under age 13 and subject to the Children's Online Privacy
Protection Act (COPPA) by specifying true or false in the childDirected field. By specifying
true in the childDirected field, you confirm that your use of Amazon Lex is related to a website,
program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13
and subject to COPPA. By specifying false in the childDirected field, you confirm that your use
of Amazon Lex is not related to a website, program, or other application that is directed or targeted,
in whole or in part, to children under age 13 and subject to COPPA. You may not specify a default
value for the childDirected field that does not accurately reflect whether your use of Amazon Lex
is related to a website, program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to
children under age 13 and subject to COPPA.
If your use of Amazon Lex relates to a website, program, or other application that is directed in whole
or in part, to children under age 13, you must obtain any required verifiable parental consent under
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COPPA. For information regarding the use of Amazon Lex in connection with websites, programs, or
other applications that are directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13, see the
Amazon Lex FAQ.
Type: Boolean
clarificationPrompt (p. 302)
The message Amazon Lex uses when it doesn't understand the user's request. For more information,
see PutBot (p. 372).
Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 302)
The date that the bot was created.
Type: Timestamp
description (p. 302)
A description of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
detectSentiment (p. 302)
Indicates whether user utterances should be sent to Amazon Comprehend for sentiment analysis.
Type: Boolean
enableModelImprovements (p. 302)
Indicates whether the bot uses accuracy improvements. true indicates that the bot is using the
improvements, otherwise, false.
Type: Boolean
failureReason (p. 302)
If status is FAILED, Amazon Lex explains why it failed to build the bot.
Type: String
idleSessionTTLInSeconds (p. 302)
The maximum time in seconds that Amazon Lex retains the data gathered in a conversation. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 60. Maximum value of 86400.
intents (p. 302)
An array of intent objects. For more information, see PutBot (p. 372).
Type: Array of Intent (p. 466) objects
lastUpdatedDate (p. 302)
The date that the bot was updated. When you create a resource, the creation date and last updated
date are the same.
Type: Timestamp
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locale (p. 302)
The target locale for the bot.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
name (p. 302)
The name of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nluIntentConfidenceThreshold (p. 302)
The score that determines where Amazon Lex inserts the AMAZON.FallbackIntent,
AMAZON.KendraSearchIntent, or both when returning alternative intents in a PostContent or
PostText response. AMAZON.FallbackIntent is inserted if the confidence score for all intents is
below this value. AMAZON.KendraSearchIntent is only inserted if it is configured for the bot.
Type: Double
Valid Range: Minimum value of 0. Maximum value of 1.
status (p. 302)
The status of the bot.
When the status is BUILDING Amazon Lex is building the bot for testing and use.
If the status of the bot is READY_BASIC_TESTING, you can test the bot using the exact utterances
specified in the bot's intents. When the bot is ready for full testing or to run, the status is READY.
If there was a problem with building the bot, the status is FAILED and the failureReason field
explains why the bot did not build.
If the bot was saved but not built, the status is NOT_BUILT.
Type: String
Valid Values: BUILDING | READY | READY_BASIC_TESTING | FAILED | NOT_BUILT
version (p. 302)
The version of the bot. For a new bot, the version is always $LATEST.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
voiceId (p. 302)
The Amazon Polly voice ID that Amazon Lex uses for voice interaction with the user. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: String
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBotAlias

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns information about an Amazon Lex bot alias. For more information about aliases, see バージョニン
グとエイリアス (p. 137).
This operation requires permissions for the lex:GetBotAlias action.

Request Syntax
GET /bots/botName/aliases/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botName (p. 307)
The name of the bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
name (p. 307)
The name of the bot alias. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"botName": "string",
"botVersion": "string",
"checksum": "string",
"conversationLogs": {
"iamRoleArn": "string",
"logSettings": [
{
"destination": "string",
"kmsKeyArn": "string",
"logType": "string",
"resourceArn": "string",
"resourcePrefix": "string"
}
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}

]
},
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botName (p. 307)
The name of the bot that the alias points to.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
botVersion (p. 307)
The version of the bot that the alias points to.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
checksum (p. 307)
Checksum of the bot alias.
Type: String
conversationLogs (p. 307)
The settings that determine how Amazon Lex uses conversation logs for the alias.
Type: ConversationLogsResponse (p. 461) object
createdDate (p. 307)
The date that the bot alias was created.
Type: Timestamp
description (p. 307)
A description of the bot alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
lastUpdatedDate (p. 307)
The date that the bot alias was updated. When you create a resource, the creation date and the last
updated date are the same.
Type: Timestamp
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name (p. 307)
The name of the bot alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBotAliases

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns a list of aliases for a specified Amazon Lex bot.
This operation requires permissions for the lex:GetBotAliases action.

Request Syntax
GET /bots/botName/aliases/?
maxResults=maxResults&nameContains=nameContains&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botName (p. 310)
The name of the bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
maxResults (p. 310)
The maximum number of aliases to return in the response. The default is 50. .
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nameContains (p. 310)
Substring to match in bot alias names. An alias will be returned if any part of its name matches the
substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz."
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nextToken (p. 310)
A pagination token for fetching the next page of aliases. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of aliases, specify the
pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"BotAliases": [
{
"botName": "string",
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"botVersion": "string",
"checksum": "string",
"conversationLogs": {
"iamRoleArn": "string",
"logSettings": [
{
"destination": "string",
"kmsKeyArn": "string",
"logType": "string",
"resourceArn": "string",
"resourcePrefix": "string"
}
]
},
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string"

}

}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
BotAliases (p. 310)
An array of BotAliasMetadata objects, each describing a bot alias.
Type: Array of BotAliasMetadata (p. 450) objects
nextToken (p. 310)
A pagination token for fetching next page of aliases. If the response to this call is truncated, Amazon
Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of aliases, specify the
pagination token in the next request.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
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See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBotChannelAssociation

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns information about the association between an Amazon Lex bot and a messaging platform.
This operation requires permissions for the lex:GetBotChannelAssociation action.

Request Syntax
GET /bots/botName/aliases/aliasName/channels/name HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
aliasName (p. 313)
An alias pointing to the specific version of the Amazon Lex bot to which this association is being made.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
botName (p. 313)
The name of the Amazon Lex bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
name (p. 313)
The name of the association between the bot and the channel. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"botAlias": "string",
"botConfiguration": {
"string" : "string"
},
"botName": "string",
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}

"createdDate": number,
"description": "string",
"failureReason": "string",
"name": "string",
"status": "string",
"type": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botAlias (p. 313)
An alias pointing to the specific version of the Amazon Lex bot to which this association is being made.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
botConfiguration (p. 313)
Provides information that the messaging platform needs to communicate with the Amazon Lex bot.
Type: String to string map
Map Entries: Maximum number of 10 items.
botName (p. 313)
The name of the Amazon Lex bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
createdDate (p. 313)
The date that the association between the bot and the channel was created.
Type: Timestamp
description (p. 313)
A description of the association between the bot and the channel.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
failureReason (p. 313)
If status is FAILED, Amazon Lex provides the reason that it failed to create the association.
Type: String
name (p. 313)
The name of the association between the bot and the channel.
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Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
status (p. 313)
The status of the bot channel.
• CREATED - The channel has been created and is ready for use.
• IN_PROGRESS - Channel creation is in progress.
• FAILED - There was an error creating the channel. For information about the reason for the failure,
see the failureReason field.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | CREATED | FAILED
type (p. 313)
The type of the messaging platform.
Type: String
Valid Values: Facebook | Slack | Twilio-Sms | Kik

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetBotChannelAssociations
Service: Amazon Lex Model Building Service

Returns a list of all of the channels associated with the specified bot.
The GetBotChannelAssociations operation requires permissions for the
lex:GetBotChannelAssociations action.

Request Syntax
GET /bots/botName/aliases/aliasName/channels/?
maxResults=maxResults&nameContains=nameContains&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
aliasName (p. 317)
An alias pointing to the specific version of the Amazon Lex bot to which this association is being made.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^(-|^([A-Za-z]_?)+$)$
Required: Yes
botName (p. 317)
The name of the Amazon Lex bot in the association.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
maxResults (p. 317)
The maximum number of associations to return in the response. The default is 50.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nameContains (p. 317)
Substring to match in channel association names. An association will be returned if any part of its
name matches the substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz." To return all bot
channel associations, use a hyphen ("-") as the nameContains parameter.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nextToken (p. 317)
A pagination token for fetching the next page of associations. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of associations, specify
the pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.
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Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"botChannelAssociations": [
{
"botAlias": "string",
"botConfiguration": {
"string" : "string"
},
"botName": "string",
"createdDate": number,
"description": "string",
"failureReason": "string",
"name": "string",
"status": "string",
"type": "string"
}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botChannelAssociations (p. 318)
An array of objects, one for each association, that provides information about the Amazon Lex bot and
its association with the channel.
Type: Array of BotChannelAssociation (p. 452) objects
nextToken (p. 318)
A pagination token that fetches the next page of associations. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of associations, specify
the pagination token in the next request.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
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HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBots

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns bot information as follows:
• If you provide the nameContains field, the response includes information for the $LATEST version of all
bots whose name contains the specified string.
• If you don't specify the nameContains field, the operation returns information about the $LATEST
version of all of your bots.
This operation requires permission for the lex:GetBots action.

Request Syntax
GET /bots/?maxResults=maxResults&nameContains=nameContains&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 320)
The maximum number of bots to return in the response that the request will return. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nameContains (p. 320)
Substring to match in bot names. A bot will be returned if any part of its name matches the substring.
For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz."
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nextToken (p. 320)
A pagination token that fetches the next page of bots. If the response to this call is truncated, Amazon
Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of bots, specify the pagination
token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"bots": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"status": "string",
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}

}

"version": "string"

],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
bots (p. 320)
An array of botMetadata objects, with one entry for each bot.
Type: Array of BotMetadata (p. 454) objects
nextToken (p. 320)
If the response is truncated, it includes a pagination token that you can specify in your next request to
fetch the next page of bots.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetBotVersions

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets information about all of the versions of a bot.
The GetBotVersions operation returns a BotMetadata object for each version of a bot. For example, if
a bot has three numbered versions, the GetBotVersions operation returns four BotMetadata objects in
the response, one for each numbered version and one for the $LATEST version.
The GetBotVersions operation always returns at least one version, the $LATEST version.
This operation requires permissions for the lex:GetBotVersions action.

Request Syntax
GET /bots/name/versions/?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 323)
The maximum number of bot versions to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
name (p. 323)
The name of the bot for which versions should be returned.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
nextToken (p. 323)
A pagination token for fetching the next page of bot versions. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions, specify the
pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"bots": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
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"status": "string",
"version": "string"

}

}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
bots (p. 323)
An array of BotMetadata objects, one for each numbered version of the bot plus one for the
$LATEST version.
Type: Array of BotMetadata (p. 454) objects
nextToken (p. 323)
A pagination token for fetching the next page of bot versions. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions, specify the
pagination token in the next request.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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GetBuiltinIntent

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns information about a built-in intent.
This operation requires permission for the lex:GetBuiltinIntent action.

Request Syntax
GET /builtins/intents/signature HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
signature (p. 326)
The unique identifier for a built-in intent. To find the signature for an intent, see Standard Built-in Intents
in the Alexa Skills Kit.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"signature": "string",
"slots": [
{
"name": "string"
}
],
"supportedLocales": [ "string" ]

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
signature (p. 326)
The unique identifier for a built-in intent.
Type: String
slots (p. 326)
An array of BuiltinIntentSlot objects, one entry for each slot type in the intent.
Type: Array of BuiltinIntentSlot (p. 457) objects
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supportedLocales (p. 326)
A list of locales that the intent supports.
Type: Array of strings
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetBuiltinIntents

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets a list of built-in intents that meet the specified criteria.
This operation requires permission for the lex:GetBuiltinIntents action.

Request Syntax
GET /builtins/intents/?
locale=locale&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&signatureContains=signatureContains
HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
locale (p. 328)
A list of locales that the intent supports.
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
maxResults (p. 328)
The maximum number of intents to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nextToken (p. 328)
A pagination token that fetches the next page of intents. If this API call is truncated, Amazon Lex
returns a pagination token in the response. To fetch the next page of intents, use the pagination token
in the next request.
signatureContains (p. 328)
Substring to match in built-in intent signatures. An intent will be returned if any part of its signature
matches the substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz." To find the signature
for an intent, see Standard Built-in Intents in the Alexa Skills Kit.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"intents": [
{
"signature": "string",
"supportedLocales": [ "string" ]
}
],
"nextToken": "string"
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Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
intents (p. 328)
An array of builtinIntentMetadata objects, one for each intent in the response.
Type: Array of BuiltinIntentMetadata (p. 456) objects
nextToken (p. 328)
A pagination token that fetches the next page of intents. If the response to this API call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of intents, specify the
pagination token in the next request.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetBuiltinSlotTypes

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets a list of built-in slot types that meet the specified criteria.
For a list of built-in slot types, see Slot Type Reference in the Alexa Skills Kit.
This operation requires permission for the lex:GetBuiltInSlotTypes action.

Request Syntax
GET /builtins/slottypes/?
locale=locale&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken&signatureContains=signatureContains
HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
locale (p. 330)
A list of locales that the slot type supports.
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
maxResults (p. 330)
The maximum number of slot types to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nextToken (p. 330)
A pagination token that fetches the next page of slot types. If the response to this API call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of slot types, specify
the pagination token in the next request.
signatureContains (p. 330)
Substring to match in built-in slot type signatures. A slot type will be returned if any part of its signature
matches the substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz."

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"nextToken": "string",
"slotTypes": [
{
"signature": "string",
"supportedLocales": [ "string" ]
}
]
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Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
nextToken (p. 330)
If the response is truncated, the response includes a pagination token that you can use in your next
request to fetch the next page of slot types.
Type: String
slotTypes (p. 330)
An array of BuiltInSlotTypeMetadata objects, one entry for each slot type returned.
Type: Array of BuiltinSlotTypeMetadata (p. 458) objects

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetExport

Service: Amazon Lex Model Building Service
Exports the contents of a Amazon Lex resource in a specified format.

Request Syntax
GET /exports/?exportType=exportType&name=name&resourceType=resourceType&version=version
HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
exportType (p. 332)
The format of the exported data.
Valid Values: ALEXA_SKILLS_KIT | LEX
Required: Yes
name (p. 332)
The name of the bot to export.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: [a-zA-Z_]+
Required: Yes
resourceType (p. 332)
The type of resource to export.
Valid Values: BOT | INTENT | SLOT_TYPE
Required: Yes
version (p. 332)
The version of the bot to export.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{
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}

"exportStatus": "string",
"exportType": "string",
"failureReason": "string",
"name": "string",
"resourceType": "string",
"url": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
exportStatus (p. 332)
The status of the export.
• IN_PROGRESS - The export is in progress.
• READY - The export is complete.
• FAILED - The export could not be completed.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | READY | FAILED
exportType (p. 332)
The format of the exported data.
Type: String
Valid Values: ALEXA_SKILLS_KIT | LEX
failureReason (p. 332)
If status is FAILED, Amazon Lex provides the reason that it failed to export the resource.
Type: String
name (p. 332)
The name of the bot being exported.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: [a-zA-Z_]+
resourceType (p. 332)
The type of the exported resource.
Type: String
Valid Values: BOT | INTENT | SLOT_TYPE
url (p. 332)
An S3 pre-signed URL that provides the location of the exported resource. The exported resource is
a ZIP archive that contains the exported resource in JSON format. The structure of the archive may
change. Your code should not rely on the archive structure.
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Type: String
version (p. 332)
The version of the bot being exported.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3

334

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

GetImport

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets information about an import job started with the StartImport operation.

Request Syntax
GET /imports/importId HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
importId (p. 335)
The identifier of the import job information to return.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"createdDate": number,
"failureReason": [ "string" ],
"importId": "string",
"importStatus": "string",
"mergeStrategy": "string",
"name": "string",
"resourceType": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
createdDate (p. 335)
A timestamp for the date and time that the import job was created.
Type: Timestamp
failureReason (p. 335)
A string that describes why an import job failed to complete.
Type: Array of strings
importId (p. 335)
The identifier for the specific import job.
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Type: String
importStatus (p. 335)
The status of the import job. If the status is FAILED, you can get the reason for the failure from the
failureReason field.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | COMPLETE | FAILED
mergeStrategy (p. 335)
The action taken when there was a conflict between an existing resource and a resource in the import
file.
Type: String
Valid Values: OVERWRITE_LATEST | FAIL_ON_CONFLICT
name (p. 335)
The name given to the import job.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: [a-zA-Z_]+
resourceType (p. 335)
The type of resource imported.
Type: String
Valid Values: BOT | INTENT | SLOT_TYPE

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404
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See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetIntent

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns information about an intent. In addition to the intent name, you must specify the intent version.
This operation requires permissions to perform the lex:GetIntent action.

Request Syntax
GET /intents/name/versions/version HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 338)
The name of the intent. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
version (p. 338)
The version of the intent.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"conclusionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{

338

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number

}
],
"responseCard": "string"

},
"createdDate": number,
"description": "string",
"dialogCodeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"followUpPrompt": {
"prompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
},
"fulfillmentActivity": {
"codeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"type": "string"
},
"inputContexts": [
{
"name": "string"
}
],
"kendraConfiguration": {
"kendraIndex": "string",
"queryFilterString": "string",
"role": "string"
},
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"outputContexts": [
{
"name": "string",
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
],
"parentIntentSignature": "string",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
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"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number

}
],
"responseCard": "string"

}

},
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slots": [
{
"defaultValueSpec": {
"defaultValueList": [
{
"defaultValue": "string"
}
]
},
"description": "string",
"name": "string",
"obfuscationSetting": "string",
"priority": number,
"responseCard": "string",
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slotConstraint": "string",
"slotType": "string",
"slotTypeVersion": "string",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
}
],
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
checksum (p. 338)
Checksum of the intent.
Type: String
conclusionStatement (p. 338)
After the Lambda function specified in the fulfillmentActivity element fulfills the intent, Amazon
Lex conveys this statement to the user.
Type: Statement (p. 491) object
confirmationPrompt (p. 338)
If defined in the bot, Amazon Lex uses prompt to confirm the intent before fulfilling the user's request.
For more information, see PutIntent (p. 388).
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Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 338)
The date that the intent was created.
Type: Timestamp
description (p. 338)
A description of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
dialogCodeHook (p. 338)
If defined in the bot, Amazon Amazon Lex invokes this Lambda function for each user input. For more
information, see PutIntent (p. 388).
Type: CodeHook (p. 459) object
followUpPrompt (p. 338)
If defined in the bot, Amazon Lex uses this prompt to solicit additional user activity after the intent is
fulfilled. For more information, see PutIntent (p. 388).
Type: FollowUpPrompt (p. 463) object
fulfillmentActivity (p. 338)
Describes how the intent is fulfilled. For more information, see PutIntent (p. 388).
Type: FulfillmentActivity (p. 464) object
inputContexts (p. 338)
An array of InputContext objects that lists the contexts that must be active for Amazon Lex to
choose the intent in a conversation with the user.
Type: Array of InputContext (p. 465) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 5 items.
kendraConfiguration (p. 338)
Configuration information, if any, to connect to an Amazon Kendra index with the
AMAZON.KendraSearchIntent intent.
Type: KendraConfiguration (p. 469) object
lastUpdatedDate (p. 338)
The date that the intent was updated. When you create a resource, the creation date and the last
updated date are the same.
Type: Timestamp
name (p. 338)
The name of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
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outputContexts (p. 338)
An array of OutputContext objects that lists the contexts that the intent activates when the intent is
fulfilled.
Type: Array of OutputContext (p. 479) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
parentIntentSignature (p. 338)
A unique identifier for a built-in intent.
Type: String
rejectionStatement (p. 338)
If the user answers "no" to the question defined in confirmationPrompt, Amazon Lex responds with
this statement to acknowledge that the intent was canceled.
Type: Statement (p. 491) object
sampleUtterances (p. 338)
An array of sample utterances configured for the intent.
Type: Array of strings
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 1500 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 200.
slots (p. 338)
An array of intent slots configured for the intent.
Type: Array of Slot (p. 482) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 100 items.
version (p. 338)
The version of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
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LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetIntents

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns intent information as follows:
• If you specify the nameContains field, returns the $LATEST version of all intents that contain the
specified string.
• If you don't specify the nameContains field, returns information about the $LATEST version of all
intents.
The operation requires permission for the lex:GetIntents action.

Request Syntax
GET /intents/?maxResults=maxResults&nameContains=nameContains&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 344)
The maximum number of intents to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nameContains (p. 344)
Substring to match in intent names. An intent will be returned if any part of its name matches the
substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz."
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nextToken (p. 344)
A pagination token that fetches the next page of intents. If the response to this API call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of intents, specify the
pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"intents": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"version": "string"
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}

}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
intents (p. 344)
An array of Intent objects. For more information, see PutBot (p. 372).
Type: Array of IntentMetadata (p. 467) objects
nextToken (p. 344)
If the response is truncated, the response includes a pagination token that you can specify in your next
request to fetch the next page of intents.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetIntentVersions

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets information about all of the versions of an intent.
The GetIntentVersions operation returns an IntentMetadata object for each version of an intent.
For example, if an intent has three numbered versions, the GetIntentVersions operation returns four
IntentMetadata objects in the response, one for each numbered version and one for the $LATEST
version.
The GetIntentVersions operation always returns at least one version, the $LATEST version.
This operation requires permissions for the lex:GetIntentVersions action.

Request Syntax
GET /intents/name/versions/?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 347)
The maximum number of intent versions to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
name (p. 347)
The name of the intent for which versions should be returned.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
nextToken (p. 347)
A pagination token for fetching the next page of intent versions. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions, specify the
pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"intents": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
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"name": "string",
"version": "string"

}

}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
intents (p. 347)
An array of IntentMetadata objects, one for each numbered version of the intent plus one for the
$LATEST version.
Type: Array of IntentMetadata (p. 467) objects
nextToken (p. 347)
A pagination token for fetching the next page of intent versions. If the response to this call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions, specify the
pagination token in the next request.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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GetMigration

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides details about an ongoing or complete migration from an Amazon Lex V1 bot to an Amazon Lex V2
bot. Use this operation to view the migration alerts and warnings related to the migration.

Request Syntax
GET /migrations/migrationId HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
migrationId (p. 350)
The unique identifier of the migration to view. The migrationID is returned by the
StartMigration (p. 410) operation.
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"alerts": [
{
"details": [ "string" ],
"message": "string",
"referenceURLs": [ "string" ],
"type": "string"
}
],
"migrationId": "string",
"migrationStatus": "string",
"migrationStrategy": "string",
"migrationTimestamp": number,
"v1BotLocale": "string",
"v1BotName": "string",
"v1BotVersion": "string",
"v2BotId": "string",
"v2BotRole": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
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alerts (p. 350)
A list of alerts and warnings that indicate issues with the migration for the Amazon Lex V1 bot
to Amazon Lex V2. You receive a warning when an Amazon Lex V1 feature has a different
implementation in Amazon Lex V2.
For more information, see Migrating a bot in the Amazon Lex V2 developer guide.
Type: Array of MigrationAlert (p. 476) objects
migrationId (p. 350)
The unique identifier of the migration. This is the same as the identifier used when calling the
GetMigration operation.
Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
migrationStatus (p. 350)
Indicates the status of the migration. When the status is COMPLETE the migration is finished and the
bot is available in Amazon Lex V2. There may be alerts and warnings that need to be resolved to
complete the migration.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED
migrationStrategy (p. 350)
The strategy used to conduct the migration.
• CREATE_NEW - Creates a new Amazon Lex V2 bot and migrates the Amazon Lex V1 bot to the new
bot.
• UPDATE_EXISTING - Overwrites the existing Amazon Lex V2 bot metadata and the locale being
migrated. It doesn't change any other locales in the Amazon Lex V2 bot. If the locale doesn't exist, a
new locale is created in the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Valid Values: CREATE_NEW | UPDATE_EXISTING
migrationTimestamp (p. 350)
The date and time that the migration started.
Type: Timestamp
v1BotLocale (p. 350)
The locale of the Amazon Lex V1 bot migrated to Amazon Lex V2.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
v1BotName (p. 350)
The name of the Amazon Lex V1 bot migrated to Amazon Lex V2.
Type: String
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Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
v1BotVersion (p. 350)
The version of the Amazon Lex V1 bot migrated to Amazon Lex V2.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
v2BotId (p. 350)
The unique identifier of the Amazon Lex V2 bot that the Amazon Lex V1 is being migrated to.
Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
v2BotRole (p. 350)
The IAM role that Amazon Lex uses to run the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetMigrations

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets a list of migrations between Amazon Lex V1 and Amazon Lex V2.

Request Syntax

GET /migrations?
maxResults=maxResults&migrationStatusEquals=migrationStatusEquals&nextToken=nextToken&sortByAttribute=s
HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 354)
The maximum number of migrations to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
migrationStatusEquals (p. 354)
Filters the list to contain only migrations in the specified state.
Valid Values: IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED
nextToken (p. 354)
A pagination token that fetches the next page of migrations. If the response to this operation is
truncated, Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of
migrations, specify the pagination token in the request.
sortByAttribute (p. 354)
The field to sort the list of migrations by. You can sort by the Amazon Lex V1 bot name or the date and
time that the migration was started.
Valid Values: V1_BOT_NAME | MIGRATION_DATE_TIME
sortByOrder (p. 354)
The order so sort the list.
Valid Values: ASCENDING | DESCENDING
v1BotNameContains (p. 354)
Filters the list to contain only bots whose name contains the specified string. The string is matched
anywhere in the bot name.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"migrationSummaries": [
{
"migrationId": "string",
"migrationStatus": "string",
"migrationStrategy": "string",
"migrationTimestamp": number,
"v1BotLocale": "string",
"v1BotName": "string",
"v1BotVersion": "string",
"v2BotId": "string",
"v2BotRole": "string"
}
],
"nextToken": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
migrationSummaries (p. 354)
An array of summaries for migrations from Amazon Lex V1 to Amazon Lex V2. To see details of the
migration, use the migrationId from the summary in a call to the GetMigration (p. 350) operation.
Type: Array of MigrationSummary (p. 477) objects
nextToken (p. 354)
If the response is truncated, it includes a pagination token that you can specify in your next request to
fetch the next page of migrations.
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetSlotType

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns information about a specific version of a slot type. In addition to specifying the slot type name, you
must specify the slot type version.
This operation requires permissions for the lex:GetSlotType action.

Request Syntax
GET /slottypes/name/versions/version HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 357)
The name of the slot type. The name is case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
version (p. 357)
The version of the slot type.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"createdDate": number,
"description": "string",
"enumerationValues": [
{
"synonyms": [ "string" ],
"value": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"parentSlotTypeSignature": "string",
"slotTypeConfigurations": [
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{

}

"regexConfiguration": {
"pattern": "string"
}

}
],
"valueSelectionStrategy": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
checksum (p. 357)
Checksum of the $LATEST version of the slot type.
Type: String
createdDate (p. 357)
The date that the slot type was created.
Type: Timestamp
description (p. 357)
A description of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
enumerationValues (p. 357)
A list of EnumerationValue objects that defines the values that the slot type can take.
Type: Array of EnumerationValue (p. 462) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10000 items.
lastUpdatedDate (p. 357)
The date that the slot type was updated. When you create a resource, the creation date and last
update date are the same.
Type: Timestamp
name (p. 357)
The name of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
parentSlotTypeSignature (p. 357)
The built-in slot type used as a parent for the slot type.
Type: String
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Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^((AMAZON\.)_?|[A-Za-z]_?)+
slotTypeConfigurations (p. 357)
Configuration information that extends the parent built-in slot type.
Type: Array of SlotTypeConfiguration (p. 487) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
valueSelectionStrategy (p. 357)
The strategy that Amazon Lex uses to determine the value of the slot. For more information, see
PutSlotType (p. 400).
Type: String
Valid Values: ORIGINAL_VALUE | TOP_RESOLUTION
version (p. 357)
The version of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetSlotTypes

Service: Amazon Lex Model Building Service
Returns slot type information as follows:
• If you specify the nameContains field, returns the $LATEST version of all slot types that contain the
specified string.
• If you don't specify the nameContains field, returns information about the $LATEST version of all slot
types.
The operation requires permission for the lex:GetSlotTypes action.

Request Syntax
GET /slottypes/?maxResults=maxResults&nameContains=nameContains&nextToken=nextToken
HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 361)
The maximum number of slot types to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
nameContains (p. 361)
Substring to match in slot type names. A slot type will be returned if any part of its name matches the
substring. For example, "xyz" matches both "xyzabc" and "abcxyz."
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nextToken (p. 361)
A pagination token that fetches the next page of slot types. If the response to this API call is truncated,
Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch next page of slot types, specify the
pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"nextToken": "string",
"slotTypes": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
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}

]

}

"name": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
nextToken (p. 361)
If the response is truncated, it includes a pagination token that you can specify in your next request to
fetch the next page of slot types.
Type: String
slotTypes (p. 361)
An array of objects, one for each slot type, that provides information such as the name of the slot type,
the version, and a description.
Type: Array of SlotTypeMetadata (p. 488) objects

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetSlotTypeVersions

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets information about all versions of a slot type.
The GetSlotTypeVersions operation returns a SlotTypeMetadata object for each version of a slot
type. For example, if a slot type has three numbered versions, the GetSlotTypeVersions operation
returns four SlotTypeMetadata objects in the response, one for each numbered version and one for the
$LATEST version.
The GetSlotTypeVersions operation always returns at least one version, the $LATEST version.
This operation requires permissions for the lex:GetSlotTypeVersions action.

Request Syntax
GET /slottypes/name/versions/?maxResults=maxResults&nextToken=nextToken HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
maxResults (p. 364)
The maximum number of slot type versions to return in the response. The default is 10.
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 50.
name (p. 364)
The name of the slot type for which versions should be returned.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
nextToken (p. 364)
A pagination token for fetching the next page of slot type versions. If the response to this call is
truncated, Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions,
specify the pagination token in the next request.

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"nextToken": "string",
"slotTypes": [
{
"createdDate": number,
"description": "string",
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}

]

}

"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
nextToken (p. 364)
A pagination token for fetching the next page of slot type versions. If the response to this call is
truncated, Amazon Lex returns a pagination token in the response. To fetch the next page of versions,
specify the pagination token in the next request.
Type: String
slotTypes (p. 364)
An array of SlotTypeMetadata objects, one for each numbered version of the slot type plus one for
the $LATEST version.
Type: Array of SlotTypeMetadata (p. 488) objects

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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GetUtterancesView

Service: Amazon Lex Model Building Service
Use the GetUtterancesView operation to get information about the utterances that your users have
made to your bot. You can use this list to tune the utterances that your bot responds to.
For example, say that you have created a bot to order flowers. After your users have used your bot for a
while, use the GetUtterancesView operation to see the requests that they have made and whether they
have been successful. You might find that the utterance "I want flowers" is not being recognized. You could
add this utterance to the OrderFlowers intent so that your bot recognizes that utterance.
After you publish a new version of a bot, you can get information about the old version and the new so that
you can compare the performance across the two versions.
Utterance statistics are generated once a day. Data is available for the last 15 days. You can request
information for up to 5 versions of your bot in each request. Amazon Lex returns the most frequent
utterances received by the bot in the last 15 days. The response contains information about a maximum of
100 utterances for each version.
Utterance statistics are not generated under the following conditions:
• The childDirected field was set to true when the bot was created.
• You are using slot obfuscation with one or more slots.
• You opted out of participating in improving Amazon Lex.
This operation requires permissions for the lex:GetUtterancesView action.

Request Syntax
GET /bots/botname/utterances?
view=aggregation&bot_versions=botVersions&status_type=statusType HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botname (p. 367)
The name of the bot for which utterance information should be returned.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
botVersions (p. 367)
An array of bot versions for which utterance information should be returned. The limit is 5 versions per
request.
Array Members: Minimum number of 1 item. Maximum number of 5 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes
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statusType (p. 367)
To return utterances that were recognized and handled, use Detected. To return utterances that were
not recognized, use Missed.
Valid Values: Detected | Missed
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"botName": "string",
"utterances": [
{
"botVersion": "string",
"utterances": [
{
"count": number,
"distinctUsers": number,
"firstUtteredDate": number,
"lastUtteredDate": number,
"utteranceString": "string"
}
]
}
]

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botName (p. 368)
The name of the bot for which utterance information was returned.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
utterances (p. 368)
An array of UtteranceList (p. 494) objects, each containing a list of UtteranceData (p. 493) objects
describing the utterances that were processed by your bot. The response contains a maximum of 100
UtteranceData objects for each version. Amazon Lex returns the most frequent utterances received
by the bot in the last 15 days.
Type: Array of UtteranceList (p. 494) objects
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTagsForResource

Service: Amazon Lex Model Building Service
Gets a list of tags associated with the specified resource. Only bots, bot aliases, and bot channels can have
tags associated with them.

Request Syntax
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
resourceArn (p. 370)
The Amazon Resource Name (ARN) of the resource to get a list of tags for.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1011.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
tags (p. 370)
The tags associated with a resource.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutBot

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates an Amazon Lex conversational bot or replaces an existing bot. When you create or update a bot
you are only required to specify a name, a locale, and whether the bot is directed toward children under
age 13. You can use this to add intents later, or to remove intents from an existing bot. When you create
a bot with the minimum information, the bot is created or updated but Amazon Lex returns the response
FAILED. You can build the bot after you add one or more intents. For more information about Amazon Lex
bots, see Amazon Lex: 仕組み (p. 3).
If you specify the name of an existing bot, the fields in the request replace the existing values in the
$LATEST version of the bot. Amazon Lex removes any fields that you don't provide values for in the
request, except for the idleTTLInSeconds and privacySettings fields, which are set to their default
values. If you don't specify values for required fields, Amazon Lex throws an exception.
This operation requires permissions for the lex:PutBot action. For more information, see Amazon Lex の
Identity and Access Management (p. 230).

Request Syntax
PUT /bots/name/versions/$LATEST HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"checksum": "string",
"childDirected": boolean,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"detectSentiment": boolean,
"enableModelImprovements": boolean,
"idleSessionTTLInSeconds": number,
"intents": [
{
"intentName": "string",
"intentVersion": "string"
}
],
"locale": "string",
"nluIntentConfidenceThreshold": number,
"processBehavior": "string",
"tags": [

372

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service
{

}

"key": "string",
"value": "string"

}
],
"voiceId": "string"

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 372)
The name of the bot. The name is not case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
abortStatement (p. 372)
When Amazon Lex can't understand the user's input in context, it tries to elicit the information a few
times. After that, Amazon Lex sends the message defined in abortStatement to the user, and then
cancels the conversation. To set the number of retries, use the valueElicitationPrompt field for
the slot type.
For example, in a pizza ordering bot, Amazon Lex might ask a user "What type of crust would you
like?" If the user's response is not one of the expected responses (for example, "thin crust, "deep dish,"
etc.), Amazon Lex tries to elicit a correct response a few more times.
For example, in a pizza ordering application, OrderPizza might be one of the intents. This intent
might require the CrustType slot. You specify the valueElicitationPrompt field when you create
the CrustType slot.
If you have defined a fallback intent the cancel statement will not be sent to the user, the fallback intent
is used instead. For more information, see AMAZON.FallbackIntent.
Type: Statement (p. 491) object
Required: No
checksum (p. 372)
Identifies a specific revision of the $LATEST version.
When you create a new bot, leave the checksum field blank. If you specify a checksum you get a
BadRequestException exception.
When you want to update a bot, set the checksum field to the checksum of the most recent revision of
the $LATEST version. If you don't specify the checksum field, or if the checksum does not match the
$LATEST version, you get a PreconditionFailedException exception.
Type: String
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Required: No
childDirected (p. 372)
For each Amazon Lex bot created with the Amazon Lex Model Building Service, you must specify
whether your use of Amazon Lex is related to a website, program, or other application that is directed
or targeted, in whole or in part, to children under age 13 and subject to the Children's Online Privacy
Protection Act (COPPA) by specifying true or false in the childDirected field. By specifying
true in the childDirected field, you confirm that your use of Amazon Lex is related to a website,
program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13
and subject to COPPA. By specifying false in the childDirected field, you confirm that your use
of Amazon Lex is not related to a website, program, or other application that is directed or targeted,
in whole or in part, to children under age 13 and subject to COPPA. You may not specify a default
value for the childDirected field that does not accurately reflect whether your use of Amazon Lex
is related to a website, program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to
children under age 13 and subject to COPPA.
If your use of Amazon Lex relates to a website, program, or other application that is directed in whole
or in part, to children under age 13, you must obtain any required verifiable parental consent under
COPPA. For information regarding the use of Amazon Lex in connection with websites, programs, or
other applications that are directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13, see the
Amazon Lex FAQ.
Type: Boolean
Required: Yes
clarificationPrompt (p. 372)
When Amazon Lex doesn't understand the user's intent, it uses this message to get clarification. To
specify how many times Amazon Lex should repeat the clarification prompt, use the maxAttempts
field. If Amazon Lex still doesn't understand, it sends the message in the abortStatement field.
When you create a clarification prompt, make sure that it suggests the correct response from the user.
for example, for a bot that orders pizza and drinks, you might create this clarification prompt: "What
would you like to do? You can say 'Order a pizza' or 'Order a drink.'"
If you have defined a fallback intent, it will be invoked if the clarification prompt is repeated the number
of times defined in the maxAttempts field. For more information, see AMAZON.FallbackIntent.
If you don't define a clarification prompt, at runtime Amazon Lex will return a 400 Bad Request
exception in three cases:
• Follow-up prompt - When the user responds to a follow-up prompt but does not provide an intent.
For example, in response to a follow-up prompt that says "Would you like anything else today?" the
user says "Yes." Amazon Lex will return a 400 Bad Request exception because it does not have a
clarification prompt to send to the user to get an intent.
• Lambda function - When using a Lambda function, you return an ElicitIntent dialog type. Since
Amazon Lex does not have a clarification prompt to get an intent from the user, it returns a 400 Bad
Request exception.
• PutSession operation - When using the PutSession operation, you send an ElicitIntent dialog
type. Since Amazon Lex does not have a clarification prompt to get an intent from the user, it returns
a 400 Bad Request exception.
Type: Prompt (p. 480) object
Required: No
createVersion (p. 372)
When set to true a new numbered version of the bot is created. This is the same as calling the
CreateBotVersion operation. If you don't specify createVersion, the default is false.
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Type: Boolean
Required: No
description (p. 372)
A description of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
detectSentiment (p. 372)
When set to true user utterances are sent to Amazon Comprehend for sentiment analysis. If you don't
specify detectSentiment, the default is false.
Type: Boolean
Required: No
enableModelImprovements (p. 372)
Set to true to enable access to natural language understanding improvements.
When you set the enableModelImprovements parameter to true you can use the
nluIntentConfidenceThreshold parameter to configure confidence scores. For more information,
see Confidence Scores.
You can only set the enableModelImprovements parameter in certain Regions. If you set the
parameter to true, your bot has access to accuracy improvements.
The Regions where you can set the enableModelImprovements parameter to false for the en-US
locale are:
• US East (N. Virginia) (us-east-1)
• US West (Oregon) (us-west-2)
• Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
• EU (Ireland) (eu-west-1)
In other Regions and locales, the enableModelImprovements parameter is set to true by default.
In these Regions and locales setting the parameter to false throws a ValidationException
exception.
Type: Boolean
Required: No
idleSessionTTLInSeconds (p. 372)
The maximum time in seconds that Amazon Lex retains the data gathered in a conversation.
A user interaction session remains active for the amount of time specified. If no conversation occurs
during this time, the session expires and Amazon Lex deletes any data provided before the timeout.
For example, suppose that a user chooses the OrderPizza intent, but gets sidetracked halfway through
placing an order. If the user doesn't complete the order within the specified time, Amazon Lex discards
the slot information that it gathered, and the user must start over.
If you don't include the idleSessionTTLInSeconds element in a PutBot operation request,
Amazon Lex uses the default value. This is also true if the request replaces an existing bot.
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The default is 300 seconds (5 minutes).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 60. Maximum value of 86400.
Required: No
intents (p. 372)
An array of Intent objects. Each intent represents a command that a user can express. For example,
a pizza ordering bot might support an OrderPizza intent. For more information, see Amazon Lex: 仕組
み (p. 3).
Type: Array of Intent (p. 466) objects
Required: No
locale (p. 372)
Specifies the target locale for the bot. Any intent used in the bot must be compatible with the locale of
the bot.
The default is en-US.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
Required: Yes
nluIntentConfidenceThreshold (p. 372)
Determines the threshold where Amazon Lex will insert the AMAZON.FallbackIntent,
AMAZON.KendraSearchIntent, or both when returning alternative intents in a PostContent or
PostText response. AMAZON.FallbackIntent and AMAZON.KendraSearchIntent are only
inserted if they are configured for the bot.
You must set the enableModelImprovements parameter to true to use confidence scores in the
following regions.
• US East (N. Virginia) (us-east-1)
• US West (Oregon) (us-west-2)
• Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2)
• EU (Ireland) (eu-west-1)
In other Regions, the enableModelImprovements parameter is set to true by default.
For example, suppose a bot is configured with the confidence threshold of 0.80 and the
AMAZON.FallbackIntent. Amazon Lex returns three alternative intents with the following
confidence scores: IntentA (0.70), IntentB (0.60), IntentC (0.50). The response from the PostText
operation would be:
• AMAZON.FallbackIntent
• IntentA
• IntentB
• IntentC
Type: Double
Valid Range: Minimum value of 0. Maximum value of 1.
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Required: No
processBehavior (p. 372)
If you set the processBehavior element to BUILD, Amazon Lex builds the bot so that it can be run.
If you set the element to SAVE Amazon Lex saves the bot, but doesn't build it.
If you don't specify this value, the default value is BUILD.
Type: String
Valid Values: SAVE | BUILD
Required: No
tags (p. 372)
A list of tags to add to the bot. You can only add tags when you create a bot, you can't use the PutBot
operation to update the tags on a bot. To update tags, use the TagResource operation.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
Required: No
voiceId (p. 372)
The Amazon Polly voice ID that you want Amazon Lex to use for voice interactions with the user. The
locale configured for the voice must match the locale of the bot. For more information, see Voices in
Amazon Polly in the Amazon Polly Developer Guide.
Type: String
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"abortStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"checksum": "string",
"childDirected": boolean,
"clarificationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
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}

"responseCard": "string"
},
"createdDate": number,
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"detectSentiment": boolean,
"enableModelImprovements": boolean,
"failureReason": "string",
"idleSessionTTLInSeconds": number,
"intents": [
{
"intentName": "string",
"intentVersion": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"locale": "string",
"name": "string",
"nluIntentConfidenceThreshold": number,
"status": "string",
"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
],
"version": "string",
"voiceId": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
abortStatement (p. 377)
The message that Amazon Lex uses to cancel a conversation. For more information, see
PutBot (p. 372).
Type: Statement (p. 491) object
checksum (p. 377)
Checksum of the bot that you created.
Type: String
childDirected (p. 377)
For each Amazon Lex bot created with the Amazon Lex Model Building Service, you must specify
whether your use of Amazon Lex is related to a website, program, or other application that is directed
or targeted, in whole or in part, to children under age 13 and subject to the Children's Online Privacy
Protection Act (COPPA) by specifying true or false in the childDirected field. By specifying
true in the childDirected field, you confirm that your use of Amazon Lex is related to a website,
program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13
and subject to COPPA. By specifying false in the childDirected field, you confirm that your use
of Amazon Lex is not related to a website, program, or other application that is directed or targeted,
in whole or in part, to children under age 13 and subject to COPPA. You may not specify a default
value for the childDirected field that does not accurately reflect whether your use of Amazon Lex
is related to a website, program, or other application that is directed or targeted, in whole or in part, to
children under age 13 and subject to COPPA.

378

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

If your use of Amazon Lex relates to a website, program, or other application that is directed in whole
or in part, to children under age 13, you must obtain any required verifiable parental consent under
COPPA. For information regarding the use of Amazon Lex in connection with websites, programs, or
other applications that are directed or targeted, in whole or in part, to children under age 13, see the
Amazon Lex FAQ.
Type: Boolean
clarificationPrompt (p. 377)
The prompts that Amazon Lex uses when it doesn't understand the user's intent. For more information,
see PutBot (p. 372).
Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 377)
The date that the bot was created.
Type: Timestamp
createVersion (p. 377)
True if a new version of the bot was created. If the createVersion field was not specified in the
request, the createVersion field is set to false in the response.
Type: Boolean
description (p. 377)
A description of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
detectSentiment (p. 377)
true if the bot is configured to send user utterances to Amazon Comprehend for sentiment analysis. If
the detectSentiment field was not specified in the request, the detectSentiment field is false
in the response.
Type: Boolean
enableModelImprovements (p. 377)
Indicates whether the bot uses accuracy improvements. true indicates that the bot is using the
improvements, otherwise, false.
Type: Boolean
failureReason (p. 377)
If status is FAILED, Amazon Lex provides the reason that it failed to build the bot.
Type: String
idleSessionTTLInSeconds (p. 377)
The maximum length of time that Amazon Lex retains the data gathered in a conversation. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 60. Maximum value of 86400.
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intents (p. 377)
An array of Intent objects. For more information, see PutBot (p. 372).
Type: Array of Intent (p. 466) objects
lastUpdatedDate (p. 377)
The date that the bot was updated. When you create a resource, the creation date and last updated
date are the same.
Type: Timestamp
locale (p. 377)
The target locale for the bot.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
name (p. 377)
The name of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
nluIntentConfidenceThreshold (p. 377)
The score that determines where Amazon Lex inserts the AMAZON.FallbackIntent,
AMAZON.KendraSearchIntent, or both when returning alternative intents in a PostContent or
PostText response. AMAZON.FallbackIntent is inserted if the confidence score for all intents is
below this value. AMAZON.KendraSearchIntent is only inserted if it is configured for the bot.
Type: Double
Valid Range: Minimum value of 0. Maximum value of 1.
status (p. 377)
When you send a request to create a bot with processBehavior set to BUILD, Amazon Lex sets the
status response element to BUILDING.
In the READY_BASIC_TESTING state you can test the bot with user inputs that exactly match the
utterances configured for the bot's intents and values in the slot types.
If Amazon Lex can't build the bot, Amazon Lex sets status to FAILED. Amazon Lex returns the
reason for the failure in the failureReason response element.
When you set processBehavior to SAVE, Amazon Lex sets the status code to NOT BUILT.
When the bot is in the READY state you can test and publish the bot.
Type: String
Valid Values: BUILDING | READY | READY_BASIC_TESTING | FAILED | NOT_BUILT
tags (p. 377)
A list of tags associated with the bot.

380

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
version (p. 377)
The version of the bot. For a new bot, the version is always $LATEST.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
voiceId (p. 377)
The Amazon Polly voice ID that Amazon Lex uses for voice interaction with the user. For more
information, see PutBot (p. 372).
Type: String

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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PutBotAlias

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates an alias for the specified version of the bot or replaces an alias for the specified bot. To change the
version of the bot that the alias points to, replace the alias. For more information about aliases, see バー
ジョニングとエイリアス (p. 137).
This operation requires permissions for the lex:PutBotAlias action.

Request Syntax
PUT /bots/botName/aliases/name HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"botVersion": "string",
"checksum": "string",
"conversationLogs": {
"iamRoleArn": "string",
"logSettings": [
{
"destination": "string",
"kmsKeyArn": "string",
"logType": "string",
"resourceArn": "string"
}
]
},
"description": "string",
"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botName (p. 383)
The name of the bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
name (p. 383)
The name of the alias. The name is not case sensitive.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
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Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
botVersion (p. 383)
The version of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes
checksum (p. 383)
Identifies a specific revision of the $LATEST version.
When you create a new bot alias, leave the checksum field blank. If you specify a checksum you get a
BadRequestException exception.
When you want to update a bot alias, set the checksum field to the checksum of the most recent
revision of the $LATEST version. If you don't specify the checksum field, or if the checksum does not
match the $LATEST version, you get a PreconditionFailedException exception.
Type: String
Required: No
conversationLogs (p. 383)
Settings for conversation logs for the alias.
Type: ConversationLogsRequest (p. 460) object
Required: No
description (p. 383)
A description of the alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
tags (p. 383)
A list of tags to add to the bot alias. You can only add tags when you create an alias, you can't use the
PutBotAlias operation to update the tags on a bot alias. To update tags, use the TagResource
operation.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
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Content-type: application/json
{

}

"botName": "string",
"botVersion": "string",
"checksum": "string",
"conversationLogs": {
"iamRoleArn": "string",
"logSettings": [
{
"destination": "string",
"kmsKeyArn": "string",
"logType": "string",
"resourceArn": "string",
"resourcePrefix": "string"
}
]
},
"createdDate": number,
"description": "string",
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botName (p. 384)
The name of the bot that the alias points to.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
botVersion (p. 384)
The version of the bot that the alias points to.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
checksum (p. 384)
The checksum for the current version of the alias.
Type: String
conversationLogs (p. 384)
The settings that determine how Amazon Lex uses conversation logs for the alias.
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Type: ConversationLogsResponse (p. 461) object
createdDate (p. 384)
The date that the bot alias was created.
Type: Timestamp
description (p. 384)
A description of the alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
lastUpdatedDate (p. 384)
The date that the bot alias was updated. When you create a resource, the creation date and the last
updated date are the same.
Type: Timestamp
name (p. 384)
The name of the alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
tags (p. 384)
A list of tags associated with a bot.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
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PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutIntent

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates an intent or replaces an existing intent.
To define the interaction between the user and your bot, you use one or more intents. For a pizza ordering
bot, for example, you would create an OrderPizza intent.
To create an intent or replace an existing intent, you must provide the following:
• Intent name. For example, OrderPizza.
• Sample utterances. For example, "Can I order a pizza, please." and "I want to order a pizza."
• Information to be gathered. You specify slot types for the information that your bot will request from the
user. You can specify standard slot types, such as a date or a time, or custom slot types such as the size
and crust of a pizza.
• How the intent will be fulfilled. You can provide a Lambda function or configure the intent to return the
intent information to the client application. If you use a Lambda function, when all of the intent information
is available, Amazon Lex invokes your Lambda function. If you configure your intent to return the intent
information to the client application.
You can specify other optional information in the request, such as:
• A confirmation prompt to ask the user to confirm an intent. For example, "Shall I order your pizza?"
• A conclusion statement to send to the user after the intent has been fulfilled. For example, "I placed your
pizza order."
• A follow-up prompt that asks the user for additional activity. For example, asking "Do you want to order a
drink with your pizza?"
If you specify an existing intent name to update the intent, Amazon Lex replaces the values in the $LATEST
version of the intent with the values in the request. Amazon Lex removes fields that you don't provide in the
request. If you don't specify the required fields, Amazon Lex throws an exception. When you update the
$LATEST version of an intent, the status field of any bot that uses the $LATEST version of the intent is set
to NOT_BUILT.
For more information, see Amazon Lex: 仕組み (p. 3).
This operation requires permissions for the lex:PutIntent action.

Request Syntax
PUT /intents/name/versions/$LATEST HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"conclusionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
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{

"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number

}
],
"responseCard": "string"

},
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"dialogCodeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"followUpPrompt": {
"prompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
},
"fulfillmentActivity": {
"codeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"type": "string"
},
"inputContexts": [
{
"name": "string"
}
],
"kendraConfiguration": {
"kendraIndex": "string",
"queryFilterString": "string",
"role": "string"
},
"outputContexts": [
{
"name": "string",
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
],
"parentIntentSignature": "string",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
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"contentType": "string",
"groupNumber": number

}
],
"responseCard": "string"

}

},
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slots": [
{
"defaultValueSpec": {
"defaultValueList": [
{
"defaultValue": "string"
}
]
},
"description": "string",
"name": "string",
"obfuscationSetting": "string",
"priority": number,
"responseCard": "string",
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slotConstraint": "string",
"slotType": "string",
"slotTypeVersion": "string",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
}
]

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 388)
The name of the intent. The name is not case sensitive.
The name can't match a built-in intent name, or a built-in intent name with "AMAZON." removed. For
example, because there is a built-in intent called AMAZON.HelpIntent, you can't create a custom
intent called HelpIntent.
For a list of built-in intents, see Standard Built-in Intents in the Alexa Skills Kit.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.

390

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

checksum (p. 388)
Identifies a specific revision of the $LATEST version.
When you create a new intent, leave the checksum field blank. If you specify a checksum you get a
BadRequestException exception.
When you want to update a intent, set the checksum field to the checksum of the most recent revision
of the $LATEST version. If you don't specify the checksum field, or if the checksum does not match
the $LATEST version, you get a PreconditionFailedException exception.
Type: String
Required: No
conclusionStatement (p. 388)
The statement that you want Amazon Lex to convey to the user after the intent is successfully fulfilled
by the Lambda function.
This element is relevant only if you provide a Lambda function in the fulfillmentActivity. If you
return the intent to the client application, you can't specify this element.

Note
The followUpPrompt and conclusionStatement are mutually exclusive. You can specify
only one.
Type: Statement (p. 491) object
Required: No
confirmationPrompt (p. 388)
Prompts the user to confirm the intent. This question should have a yes or no answer.
Amazon Lex uses this prompt to ensure that the user acknowledges that the intent is ready for
fulfillment. For example, with the OrderPizza intent, you might want to confirm that the order is
correct before placing it. For other intents, such as intents that simply respond to user questions, you
might not need to ask the user for confirmation before providing the information.

Note
You you must provide both the rejectionStatement and the confirmationPrompt, or
neither.
Type: Prompt (p. 480) object
Required: No
createVersion (p. 388)
When set to true a new numbered version of the intent is created. This is the same as calling the
CreateIntentVersion operation. If you do not specify createVersion, the default is false.
Type: Boolean
Required: No
description (p. 388)
A description of the intent.
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Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
dialogCodeHook (p. 388)
Specifies a Lambda function to invoke for each user input. You can invoke this Lambda function to
personalize user interaction.
For example, suppose your bot determines that the user is John. Your Lambda function might retrieve
John's information from a backend database and prepopulate some of the values. For example, if you
find that John is gluten intolerant, you might set the corresponding intent slot, GlutenIntolerant, to
true. You might find John's phone number and set the corresponding session attribute.
Type: CodeHook (p. 459) object
Required: No
followUpPrompt (p. 388)
Amazon Lex uses this prompt to solicit additional activity after fulfilling an intent. For example, after the
OrderPizza intent is fulfilled, you might prompt the user to order a drink.
The action that Amazon Lex takes depends on the user's response, as follows:
• If the user says "Yes" it responds with the clarification prompt that is configured for the bot.
• if the user says "Yes" and continues with an utterance that triggers an intent it starts a conversation
for the intent.
• If the user says "No" it responds with the rejection statement configured for the the follow-up prompt.
• If it doesn't recognize the utterance it repeats the follow-up prompt again.
The followUpPrompt field and the conclusionStatement field are mutually exclusive. You can
specify only one.
Type: FollowUpPrompt (p. 463) object
Required: No
fulfillmentActivity (p. 388)
Required. Describes how the intent is fulfilled. For example, after a user provides all of the information
for a pizza order, fulfillmentActivity defines how the bot places an order with a local pizza
store.
You might configure Amazon Lex to return all of the intent information to the client application, or direct
it to invoke a Lambda function that can process the intent (for example, place an order with a pizzeria).
Type: FulfillmentActivity (p. 464) object
Required: No
inputContexts (p. 388)
An array of InputContext objects that lists the contexts that must be active for Amazon Lex to
choose the intent in a conversation with the user.
Type: Array of InputContext (p. 465) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 5 items.
Required: No
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kendraConfiguration (p. 388)
Configuration information required to use the AMAZON.KendraSearchIntent intent to connect to an
Amazon Kendra index. For more information, see AMAZON.KendraSearchIntent.
Type: KendraConfiguration (p. 469) object
Required: No
outputContexts (p. 388)
An array of OutputContext objects that lists the contexts that the intent activates when the intent is
fulfilled.
Type: Array of OutputContext (p. 479) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Required: No
parentIntentSignature (p. 388)
A unique identifier for the built-in intent to base this intent on. To find the signature for an intent, see
Standard Built-in Intents in the Alexa Skills Kit.
Type: String
Required: No
rejectionStatement (p. 388)
When the user answers "no" to the question defined in confirmationPrompt, Amazon Lex responds
with this statement to acknowledge that the intent was canceled.

Note
You must provide both the rejectionStatement and the confirmationPrompt, or
neither.
Type: Statement (p. 491) object
Required: No
sampleUtterances (p. 388)
An array of utterances (strings) that a user might say to signal the intent. For example, "I want
{PizzaSize} pizza", "Order {Quantity} {PizzaSize} pizzas".
In each utterance, a slot name is enclosed in curly braces.
Type: Array of strings
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 1500 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 200.
Required: No
slots (p. 388)
An array of intent slots. At runtime, Amazon Lex elicits required slot values from the user using prompts
defined in the slots. For more information, see Amazon Lex: 仕組み (p. 3).
Type: Array of Slot (p. 482) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 100 items.

393

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"conclusionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"confirmationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"createdDate": number,
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"dialogCodeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"
},
"followUpPrompt": {
"prompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
},
"fulfillmentActivity": {
"codeHook": {
"messageVersion": "string",
"uri": "string"

394

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service
},
"type": "string"

},
"inputContexts": [
{
"name": "string"
}
],
"kendraConfiguration": {
"kendraIndex": "string",
"queryFilterString": "string",
"role": "string"
},
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"outputContexts": [
{
"name": "string",
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
],
"parentIntentSignature": "string",
"rejectionStatement": {
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
},
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slots": [
{
"defaultValueSpec": {
"defaultValueList": [
{
"defaultValue": "string"
}
]
},
"description": "string",
"name": "string",
"obfuscationSetting": "string",
"priority": number,
"responseCard": "string",
"sampleUtterances": [ "string" ],
"slotConstraint": "string",
"slotType": "string",
"slotTypeVersion": "string",
"valueElicitationPrompt": {
"maxAttempts": number,
"messages": [
{
"content": "string",
"contentType": "string",
"groupNumber": number
}
],
"responseCard": "string"
}
}
],
"version": "string"
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}

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
checksum (p. 394)
Checksum of the $LATESTversion of the intent created or updated.
Type: String
conclusionStatement (p. 394)
After the Lambda function specified in thefulfillmentActivityintent fulfills the intent, Amazon Lex
conveys this statement to the user.
Type: Statement (p. 491) object
confirmationPrompt (p. 394)
If defined in the intent, Amazon Lex prompts the user to confirm the intent before fulfilling it.
Type: Prompt (p. 480) object
createdDate (p. 394)
The date that the intent was created.
Type: Timestamp
createVersion (p. 394)
True if a new version of the intent was created. If the createVersion field was not specified in the
request, the createVersion field is set to false in the response.
Type: Boolean
description (p. 394)
A description of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
dialogCodeHook (p. 394)
If defined in the intent, Amazon Lex invokes this Lambda function for each user input.
Type: CodeHook (p. 459) object
followUpPrompt (p. 394)
If defined in the intent, Amazon Lex uses this prompt to solicit additional user activity after the intent is
fulfilled.
Type: FollowUpPrompt (p. 463) object
fulfillmentActivity (p. 394)
If defined in the intent, Amazon Lex invokes this Lambda function to fulfill the intent after the user
provides all of the information required by the intent.
Type: FulfillmentActivity (p. 464) object
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inputContexts (p. 394)
An array of InputContext objects that lists the contexts that must be active for Amazon Lex to
choose the intent in a conversation with the user.
Type: Array of InputContext (p. 465) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 5 items.
kendraConfiguration (p. 394)
Configuration information, if any, required to connect to an Amazon Kendra index and use the
AMAZON.KendraSearchIntent intent.
Type: KendraConfiguration (p. 469) object
lastUpdatedDate (p. 394)
The date that the intent was updated. When you create a resource, the creation date and last update
dates are the same.
Type: Timestamp
name (p. 394)
The name of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
outputContexts (p. 394)
An array of OutputContext objects that lists the contexts that the intent activates when the intent is
fulfilled.
Type: Array of OutputContext (p. 479) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
parentIntentSignature (p. 394)
A unique identifier for the built-in intent that this intent is based on.
Type: String
rejectionStatement (p. 394)
If the user answers "no" to the question defined in confirmationPrompt Amazon Lex responds with
this statement to acknowledge that the intent was canceled.
Type: Statement (p. 491) object
sampleUtterances (p. 394)
An array of sample utterances that are configured for the intent.
Type: Array of strings
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 1500 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 200.
slots (p. 394)
An array of intent slots that are configured for the intent.
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Type: Array of Slot (p. 482) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 100 items.
version (p. 394)
The version of the intent. For a new intent, the version is always $LATEST.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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PutSlotType

Service: Amazon Lex Model Building Service
Creates a custom slot type or replaces an existing custom slot type.
To create a custom slot type, specify a name for the slot type and a set of enumeration values, which are
the values that a slot of this type can assume. For more information, see Amazon Lex: 仕組み (p. 3).
If you specify the name of an existing slot type, the fields in the request replace the existing values in the
$LATEST version of the slot type. Amazon Lex removes the fields that you don't provide in the request. If
you don't specify required fields, Amazon Lex throws an exception. When you update the $LATEST version
of a slot type, if a bot uses the $LATEST version of an intent that contains the slot type, the bot's status
field is set to NOT_BUILT.
This operation requires permissions for the lex:PutSlotType action.

Request Syntax
PUT /slottypes/name/versions/$LATEST HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"checksum": "string",
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"enumerationValues": [
{
"synonyms": [ "string" ],
"value": "string"
}
],
"parentSlotTypeSignature": "string",
"slotTypeConfigurations": [
{
"regexConfiguration": {
"pattern": "string"
}
}
],
"valueSelectionStrategy": "string"

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
name (p. 400)
The name of the slot type. The name is not case sensitive.
The name can't match a built-in slot type name, or a built-in slot type name with "AMAZON." removed.
For example, because there is a built-in slot type called AMAZON.DATE, you can't create a custom slot
type called DATE.
For a list of built-in slot types, see Slot Type Reference in the Alexa Skills Kit.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
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Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
checksum (p. 400)
Identifies a specific revision of the $LATEST version.
When you create a new slot type, leave the checksum field blank. If you specify a checksum you get a
BadRequestException exception.
When you want to update a slot type, set the checksum field to the checksum of the most recent
revision of the $LATEST version. If you don't specify the checksum field, or if the checksum does not
match the $LATEST version, you get a PreconditionFailedException exception.
Type: String
Required: No
createVersion (p. 400)
When set to true a new numbered version of the slot type is created. This is the same as calling the
CreateSlotTypeVersion operation. If you do not specify createVersion, the default is false.
Type: Boolean
Required: No
description (p. 400)
A description of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
enumerationValues (p. 400)
A list of EnumerationValue objects that defines the values that the slot type can take. Each value
can have a list of synonyms, which are additional values that help train the machine learning model
about the values that it resolves for a slot.
A regular expression slot type doesn't require enumeration values. All other slot types require a list of
enumeration values.
When Amazon Lex resolves a slot value, it generates a resolution list that contains up to five possible
values for the slot. If you are using a Lambda function, this resolution list is passed to the function. If
you are not using a Lambda function you can choose to return the value that the user entered or the
first value in the resolution list as the slot value. The valueSelectionStrategy field indicates the
option to use.
Type: Array of EnumerationValue (p. 462) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10000 items.
Required: No
parentSlotTypeSignature (p. 400)
The built-in slot type used as the parent of the slot type. When you define a parent slot type, the new
slot type has all of the same configuration as the parent.

401

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

Only AMAZON.AlphaNumeric is supported.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^((AMAZON\.)_?|[A-Za-z]_?)+
Required: No
slotTypeConfigurations (p. 400)
Configuration information that extends the parent built-in slot type. The configuration is added to the
settings for the parent slot type.
Type: Array of SlotTypeConfiguration (p. 487) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Required: No
valueSelectionStrategy (p. 400)
Determines the slot resolution strategy that Amazon Lex uses to return slot type values. The field can
be set to one of the following values:
• ORIGINAL_VALUE - Returns the value entered by the user, if the user value is similar to the slot
value.
• TOP_RESOLUTION - If there is a resolution list for the slot, return the first value in the resolution list
as the slot type value. If there is no resolution list, null is returned.
If you don't specify the valueSelectionStrategy, the default is ORIGINAL_VALUE.
Type: String
Valid Values: ORIGINAL_VALUE | TOP_RESOLUTION
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"checksum": "string",
"createdDate": number,
"createVersion": boolean,
"description": "string",
"enumerationValues": [
{
"synonyms": [ "string" ],
"value": "string"
}
],
"lastUpdatedDate": number,
"name": "string",
"parentSlotTypeSignature": "string",
"slotTypeConfigurations": [
{
"regexConfiguration": {
"pattern": "string"
}
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}

}
],
"valueSelectionStrategy": "string",
"version": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
checksum (p. 402)
Checksum of the $LATEST version of the slot type.
Type: String
createdDate (p. 402)
The date that the slot type was created.
Type: Timestamp
createVersion (p. 402)
True if a new version of the slot type was created. If the createVersion field was not specified in
the request, the createVersion field is set to false in the response.
Type: Boolean
description (p. 402)
A description of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
enumerationValues (p. 402)
A list of EnumerationValue objects that defines the values that the slot type can take.
Type: Array of EnumerationValue (p. 462) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10000 items.
lastUpdatedDate (p. 402)
The date that the slot type was updated. When you create a slot type, the creation date and last update
date are the same.
Type: Timestamp
name (p. 402)
The name of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
parentSlotTypeSignature (p. 402)
The built-in slot type used as the parent of the slot type.
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Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^((AMAZON\.)_?|[A-Za-z]_?)+
slotTypeConfigurations (p. 402)
Configuration information that extends the parent built-in slot type.
Type: Array of SlotTypeConfiguration (p. 487) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
valueSelectionStrategy (p. 402)
The slot resolution strategy that Amazon Lex uses to determine the value of the slot. For more
information, see PutSlotType (p. 400).
Type: String
Valid Values: ORIGINAL_VALUE | TOP_RESOLUTION
version (p. 402)
The version of the slot type. For a new slot type, the version is always $LATEST.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
PreconditionFailedException
The checksum of the resource that you are trying to change does not match the checksum in the
request. Check the resource's checksum and try again.
HTTP Status Code: 412
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See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartImport

Service: Amazon Lex Model Building Service
Starts a job to import a resource to Amazon Lex.

Request Syntax
POST /imports/ HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"mergeStrategy": "string",
"payload": blob,
"resourceType": "string",
"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

URI Request Parameters
The request does not use any URI parameters.

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
mergeStrategy (p. 406)
Specifies the action that the StartImport operation should take when there is an existing resource
with the same name.
• FAIL_ON_CONFLICT - The import operation is stopped on the first conflict between a resource
in the import file and an existing resource. The name of the resource causing the conflict is in the
failureReason field of the response to the GetImport operation.
OVERWRITE_LATEST - The import operation proceeds even if there is a conflict with an existing
resource. The $LASTEST version of the existing resource is overwritten with the data from the import
file.
Type: String
Valid Values: OVERWRITE_LATEST | FAIL_ON_CONFLICT
Required: Yes
payload (p. 406)
A zip archive in binary format. The archive should contain one file, a JSON file containing the resource
to import. The resource should match the type specified in the resourceType field.
Type: Base64-encoded binary data object
Required: Yes
resourceType (p. 406)
Specifies the type of resource to export. Each resource also exports any resources that it depends on.
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• A bot exports dependent intents.
• An intent exports dependent slot types.
Type: String
Valid Values: BOT | INTENT | SLOT_TYPE
Required: Yes
tags (p. 406)
A list of tags to add to the imported bot. You can only add tags when you import a bot, you can't add
tags to an intent or slot type.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 201
Content-type: application/json
{

}

"createdDate": number,
"importId": "string",
"importStatus": "string",
"mergeStrategy": "string",
"name": "string",
"resourceType": "string",
"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 201 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
createdDate (p. 407)
A timestamp for the date and time that the import job was requested.
Type: Timestamp
importId (p. 407)
The identifier for the specific import job.
Type: String
importStatus (p. 407)
The status of the import job. If the status is FAILED, you can get the reason for the failure using the
GetImport operation.
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Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | COMPLETE | FAILED
mergeStrategy (p. 407)
The action to take when there is a merge conflict.
Type: String
Valid Values: OVERWRITE_LATEST | FAIL_ON_CONFLICT
name (p. 407)
The name given to the import job.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: [a-zA-Z_]+
resourceType (p. 407)
The type of resource to import.
Type: String
Valid Values: BOT | INTENT | SLOT_TYPE
tags (p. 407)
A list of tags added to the imported bot.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartMigration

Service: Amazon Lex Model Building Service
Starts migrating a bot from Amazon Lex V1 to Amazon Lex V2. Migrate your bot when you want to take
advantage of the new features of Amazon Lex V2.
For more information, see Migrating a bot in the Amazon Lex developer guide.

Request Syntax
POST /migrations HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"migrationStrategy": "string",
"v1BotName": "string",
"v1BotVersion": "string",
"v2BotName": "string",
"v2BotRole": "string"

URI Request Parameters
The request does not use any URI parameters.

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
migrationStrategy (p. 410)
The strategy used to conduct the migration.
• CREATE_NEW - Creates a new Amazon Lex V2 bot and migrates the Amazon Lex V1 bot to the new
bot.
• UPDATE_EXISTING - Overwrites the existing Amazon Lex V2 bot metadata and the locale being
migrated. It doesn't change any other locales in the Amazon Lex V2 bot. If the locale doesn't exist, a
new locale is created in the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Valid Values: CREATE_NEW | UPDATE_EXISTING
Required: Yes
v1BotName (p. 410)
The name of the Amazon Lex V1 bot that you are migrating to Amazon Lex V2.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
v1BotVersion (p. 410)
The version of the bot to migrate to Amazon Lex V2. You can migrate the $LATEST version as well as
any numbered version.
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Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes
v2BotName (p. 410)
The name of the Amazon Lex V2 bot that you are migrating the Amazon Lex V1 bot to.
• If the Amazon Lex V2 bot doesn't exist, you must use the CREATE_NEW migration strategy.
• If the Amazon Lex V2 bot exists, you must use the UPDATE_EXISTING migration strategy to change
the contents of the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([0-9a-zA-Z][_-]?)+$
Required: Yes
v2BotRole (p. 410)
The IAM role that Amazon Lex uses to run the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$
Required: Yes

Response Syntax
HTTP/1.1 202
Content-type: application/json
{

}

"migrationId": "string",
"migrationStrategy": "string",
"migrationTimestamp": number,
"v1BotLocale": "string",
"v1BotName": "string",
"v1BotVersion": "string",
"v2BotId": "string",
"v2BotRole": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 202 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
migrationId (p. 411)
The unique identifier that Amazon Lex assigned to the migration.
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Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
migrationStrategy (p. 411)
The strategy used to conduct the migration.
Type: String
Valid Values: CREATE_NEW | UPDATE_EXISTING
migrationTimestamp (p. 411)
The date and time that the migration started.
Type: Timestamp
v1BotLocale (p. 411)
The locale used for the Amazon Lex V1 bot.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
v1BotName (p. 411)
The name of the Amazon Lex V1 bot that you are migrating to Amazon Lex V2.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
v1BotVersion (p. 411)
The version of the bot to migrate to Amazon Lex V2.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
v2BotId (p. 411)
The unique identifier for the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
v2BotRole (p. 411)
The IAM role that Amazon Lex uses to run the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
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Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$

Errors
AccessDeniedException
Your IAM user or role does not have permission to call the Amazon Lex V2 APIs required to migrate
your bot.
HTTP Status Code: 403
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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TagResource

Service: Amazon Lex Model Building Service
Adds the specified tags to the specified resource. If a tag key already exists, the existing value is replaced
with the new value.

Request Syntax
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

}

"tags": [
{
"key": "string",
"value": "string"
}
]

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
resourceArn (p. 414)
The Amazon Resource Name (ARN) of the bot, bot alias, or bot channel to tag.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1011.
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
tags (p. 414)
A list of tag keys to add to the resource. If a tag key already exists, the existing value is replaced with
the new value.
Type: Array of Tag (p. 492) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
Required: Yes

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.
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Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UntagResource

Service: Amazon Lex Model Building Service
Removes tags from a bot, bot alias or bot channel.

Request Syntax
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
resourceArn (p. 416)
The Amazon Resource Name (ARN) of the resource to remove the tags from.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1011.
Required: Yes
tagKeys (p. 416)
A list of tag keys to remove from the resource. If a tag key does not exist on the resource, it is ignored.
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 200 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 128.
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 204

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 204 response with an empty HTTP body.

Errors
BadRequestException
The request is not well formed. For example, a value is invalid or a required field is missing. Check the
field values, and try again.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
There was a conflict processing the request. Try your request again.
HTTP Status Code: 409
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InternalFailureException
An internal Amazon Lex error occurred. Try your request again.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
The request exceeded a limit. Try your request again.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource specified in the request was not found. Check the resource and try again.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Lex Runtime Service
The following actions are supported by Amazon Lex Runtime Service:
• DeleteSession (p. 418)
• GetSession (p. 421)
• PostContent (p. 425)
• PostText (p. 434)
• PutSession (p. 442)
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DeleteSession

Service: Amazon Lex Runtime Service
Removes session information for a specified bot, alias, and user ID.

Request Syntax
DELETE /bot/botName/alias/botAlias/user/userId/session HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botAlias (p. 418)
The alias in use for the bot that contains the session data.
Required: Yes
botName (p. 418)
The name of the bot that contains the session data.
Required: Yes
userId (p. 418)
The identifier of the user associated with the session data.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"botAlias": "string",
"botName": "string",
"sessionId": "string",
"userId": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
botAlias (p. 418)
The alias in use for the bot associated with the session data.
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Type: String
botName (p. 418)
The name of the bot associated with the session data.
Type: String
sessionId (p. 418)
The unique identifier for the session.
Type: String
userId (p. 418)
The ID of the client application user.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+

Errors
BadRequestException
Request validation failed, there is no usable message in the context, or the bot build failed, is still in
progress, or contains unbuilt changes.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
Two clients are using the same AWS account, Amazon Lex bot, and user ID.
HTTP Status Code: 409
InternalFailureException
Internal service error. Retry the call.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
Exceeded a limit.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource (such as the Amazon Lex bot or an alias) that is referred to is not found.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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GetSession

Service: Amazon Lex Runtime Service
Returns session information for a specified bot, alias, and user ID.

Request Syntax
GET /bot/botName/alias/botAlias/user/userId/session/?
checkpointLabelFilter=checkpointLabelFilter HTTP/1.1

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botAlias (p. 421)
The alias in use for the bot that contains the session data.
Required: Yes
botName (p. 421)
The name of the bot that contains the session data.
Required: Yes
checkpointLabelFilter (p. 421)
A string used to filter the intents returned in the recentIntentSummaryView structure.
When you specify a filter, only intents with their checkpointLabel field set to that string are returned.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 255.
Pattern: [a-zA-Z0-9-]+
userId (p. 421)
The ID of the client application user. Amazon Lex uses this to identify a user's conversation with your
bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+
Required: Yes

Request Body
The request does not have a request body.

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"activeContexts": [
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{

}

"name": "string",
"parameters": {
"string" : "string"
},
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}

}
],
"dialogAction": {
"fulfillmentState": "string",
"intentName": "string",
"message": "string",
"messageFormat": "string",
"slots": {
"string" : "string"
},
"slotToElicit": "string",
"type": "string"
},
"recentIntentSummaryView": [
{
"checkpointLabel": "string",
"confirmationStatus": "string",
"dialogActionType": "string",
"fulfillmentState": "string",
"intentName": "string",
"slots": {
"string" : "string"
},
"slotToElicit": "string"
}
],
"sessionAttributes": {
"string" : "string"
},
"sessionId": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
activeContexts (p. 421)
A list of active contexts for the session. A context can be set when an intent is fulfilled or by calling the
PostContent, PostText, or PutSession operation.
You can use a context to control the intents that can follow up an intent, or to modify the operation of
your application.
Type: Array of ActiveContext (p. 495) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 20 items.
dialogAction (p. 421)
Describes the current state of the bot.
Type: DialogAction (p. 498) object

422

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Runtime Service

recentIntentSummaryView (p. 421)
An array of information about the intents used in the session. The array can contain a
maximum of three summaries. If more than three intents are used in the session, the
recentIntentSummaryView operation contains information about the last three intents used.
If you set the checkpointLabelFilter parameter in the request, the array contains only the intents
with the specified label.
Type: Array of IntentSummary (p. 503) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 3 items.
sessionAttributes (p. 421)
Map of key/value pairs representing the session-specific context information. It contains application
information passed between Amazon Lex and a client application.
Type: String to string map
sessionId (p. 421)
A unique identifier for the session.
Type: String

Errors
BadRequestException
Request validation failed, there is no usable message in the context, or the bot build failed, is still in
progress, or contains unbuilt changes.
HTTP Status Code: 400
InternalFailureException
Internal service error. Retry the call.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
Exceeded a limit.
HTTP Status Code: 429
NotFoundException
The resource (such as the Amazon Lex bot or an alias) that is referred to is not found.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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PostContent

Service: Amazon Lex Runtime Service
Sends user input (text or speech) to Amazon Lex. Clients use this API to send text and audio requests to
Amazon Lex at runtime. Amazon Lex interprets the user input using the machine learning model that it built
for the bot.
The PostContent operation supports audio input at 8kHz and 16kHz. You can use 8kHz audio to achieve
higher speech recognition accuracy in telephone audio applications.
In response, Amazon Lex returns the next message to convey to the user. Consider the following example
messages:
• For a user input "I would like a pizza," Amazon Lex might return a response with a message eliciting slot
data (for example, PizzaSize): "What size pizza would you like?".
• After the user provides all of the pizza order information, Amazon Lex might return a response with a
message to get user confirmation: "Order the pizza?".
• After the user replies "Yes" to the confirmation prompt, Amazon Lex might return a conclusion statement:
"Thank you, your cheese pizza has been ordered.".
Not all Amazon Lex messages require a response from the user. For example, conclusion statements do
not require a response. Some messages require only a yes or no response. In addition to the message,
Amazon Lex provides additional context about the message in the response that you can use to enhance
client behavior, such as displaying the appropriate client user interface. Consider the following examples:
• If the message is to elicit slot data, Amazon Lex returns the following context information:
• x-amz-lex-dialog-state header set to ElicitSlot
• x-amz-lex-intent-name header set to the intent name in the current context
• x-amz-lex-slot-to-elicit header set to the slot name for which the message is eliciting
information
• x-amz-lex-slots header set to a map of slots configured for the intent with their current values
• If the message is a confirmation prompt, the x-amz-lex-dialog-state header is set to
Confirmation and the x-amz-lex-slot-to-elicit header is omitted.
• If the message is a clarification prompt configured for the intent, indicating that the user intent is not
understood, the x-amz-dialog-state header is set to ElicitIntent and the x-amz-slot-toelicit header is omitted.
In addition, Amazon Lex also returns your application-specific sessionAttributes. For more
information, see Managing Conversation Context.

Request Syntax
POST /bot/botName/alias/botAlias/user/userId/content HTTP/1.1
x-amz-lex-session-attributes: sessionAttributes
x-amz-lex-request-attributes: requestAttributes
Content-Type: contentType
Accept: accept
x-amz-lex-active-contexts: activeContexts
inputStream

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
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accept (p. 425)
You pass this value as the Accept HTTP header.
The message Amazon Lex returns in the response can be either text or speech based on the Accept
HTTP header value in the request.
• If the value is text/plain; charset=utf-8, Amazon Lex returns text in the response.
• If the value begins with audio/, Amazon Lex returns speech in the response. Amazon Lex uses
Amazon Polly to generate the speech (using the configuration you specified in the Accept header).
For example, if you specify audio/mpeg as the value, Amazon Lex returns speech in the MPEG
format.
• If the value is audio/pcm, the speech returned is audio/pcm in 16-bit, little endian format.
• The following are the accepted values:
• audio/mpeg
• audio/ogg
• audio/pcm
• text/plain; charset=utf-8
• audio/* (defaults to mpeg)
activeContexts (p. 425)
A list of contexts active for the request. A context can be activated when a previous intent is fulfilled, or
by including the context in the request,
If you don't specify a list of contexts, Amazon Lex will use the current list of contexts for the session. If
you specify an empty list, all contexts for the session are cleared.
botAlias (p. 425)
Alias of the Amazon Lex bot.
Required: Yes
botName (p. 425)
Name of the Amazon Lex bot.
Required: Yes
contentType (p. 425)
You pass this value as the Content-Type HTTP header.
Indicates the audio format or text. The header value must start with one of the following prefixes:
• PCM format, audio data must be in little-endian byte order.
• audio/l16; rate=16000; channels=1
• audio/x-l16; sample-rate=16000; channel-count=1
• audio/lpcm; sample-rate=8000; sample-size-bits=16; channel-count=1; is-big-endian=false
• Opus format
• audio/x-cbr-opus-with-preamble; preamble-size=0; bit-rate=256000; frame-size-milliseconds=4
• Text format
• text/plain; charset=utf-8
Required: Yes
requestAttributes (p. 425)
You pass this value as the x-amz-lex-request-attributes HTTP header.
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Request-specific information passed between Amazon Lex and a client application. The value must
be a JSON serialized and base64 encoded map with string keys and values. The total size of the
requestAttributes and sessionAttributes headers is limited to 12 KB.
The namespace x-amz-lex: is reserved for special attributes. Don't create any request attributes
with the prefix x-amz-lex:.
For more information, see Setting Request Attributes.
sessionAttributes (p. 425)
You pass this value as the x-amz-lex-session-attributes HTTP header.
Application-specific information passed between Amazon Lex and a client application. The value must
be a JSON serialized and base64 encoded map with string keys and values. The total size of the
sessionAttributes and requestAttributes headers is limited to 12 KB.
For more information, see Setting Session Attributes.
userId (p. 425)
The ID of the client application user. Amazon Lex uses this to identify a user's conversation with your
bot. At runtime, each request must contain the userID field.
To decide the user ID to use for your application, consider the following factors.
• The userID field must not contain any personally identifiable information of the user, for example,
name, personal identification numbers, or other end user personal information.
• If you want a user to start a conversation on one device and continue on another device, use a userspecific identifier.
• If you want the same user to be able to have two independent conversations on two different
devices, choose a device-specific identifier.
• A user can't have two independent conversations with two different versions of the same bot. For
example, a user can't have a conversation with the PROD and BETA versions of the same bot. If you
anticipate that a user will need to have conversation with two different versions, for example, while
testing, include the bot alias in the user ID to separate the two conversations.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following binary data.
inputStream (p. 425)
User input in PCM or Opus audio format or text format as described in the Content-Type HTTP
header.
You can stream audio data to Amazon Lex or you can create a local buffer that captures all of the
audio data before sending. In general, you get better performance if you stream audio data rather than
buffering the data locally.
Required: Yes

Response Syntax
HTTP/1.1 200
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Content-Type: contentType
x-amz-lex-intent-name: intentName
x-amz-lex-nlu-intent-confidence: nluIntentConfidence
x-amz-lex-alternative-intents: alternativeIntents
x-amz-lex-slots: slots
x-amz-lex-session-attributes: sessionAttributes
x-amz-lex-sentiment: sentimentResponse
x-amz-lex-message: message
x-amz-lex-encoded-message: encodedMessage
x-amz-lex-message-format: messageFormat
x-amz-lex-dialog-state: dialogState
x-amz-lex-slot-to-elicit: slotToElicit
x-amz-lex-input-transcript: inputTranscript
x-amz-lex-encoded-input-transcript: encodedInputTranscript
x-amz-lex-bot-version: botVersion
x-amz-lex-session-id: sessionId
x-amz-lex-active-contexts: activeContexts
audioStream

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The response returns the following HTTP headers.
activeContexts (p. 427)
A list of active contexts for the session. A context can be set when an intent is fulfilled or by calling the
PostContent, PostText, or PutSession operation.
You can use a context to control the intents that can follow up an intent, or to modify the operation of
your application.
alternativeIntents (p. 427)
One to four alternative intents that may be applicable to the user's intent.
Each alternative includes a score that indicates how confident Amazon Lex is that the intent matches
the user's intent. The intents are sorted by the confidence score.
botVersion (p. 427)
The version of the bot that responded to the conversation. You can use this information to help
determine if one version of a bot is performing better than another version.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+|\$LATEST
contentType (p. 427)
Content type as specified in the Accept HTTP header in the request.
dialogState (p. 427)
Identifies the current state of the user interaction. Amazon Lex returns one of the following values as
dialogState. The client can optionally use this information to customize the user interface.
• ElicitIntent - Amazon Lex wants to elicit the user's intent. Consider the following examples:
For example, a user might utter an intent ("I want to order a pizza"). If Amazon Lex cannot infer the
user intent from this utterance, it will return this dialog state.
• ConfirmIntent - Amazon Lex is expecting a "yes" or "no" response.
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For example, Amazon Lex wants user confirmation before fulfilling an intent. Instead of a simple
"yes" or "no" response, a user might respond with additional information. For example, "yes, but
make it a thick crust pizza" or "no, I want to order a drink." Amazon Lex can process such additional
information (in these examples, update the crust type slot or change the intent from OrderPizza to
OrderDrink).
• ElicitSlot - Amazon Lex is expecting the value of a slot for the current intent.
For example, suppose that in the response Amazon Lex sends this message: "What size pizza
would you like?". A user might reply with the slot value (e.g., "medium"). The user might also provide
additional information in the response (e.g., "medium thick crust pizza"). Amazon Lex can process
such additional information appropriately.
• Fulfilled - Conveys that the Lambda function has successfully fulfilled the intent.
• ReadyForFulfillment - Conveys that the client has to fulfill the request.
• Failed - Conveys that the conversation with the user failed.
This can happen for various reasons, including that the user does not provide an appropriate
response to prompts from the service (you can configure how many times Amazon Lex can prompt a
user for specific information), or if the Lambda function fails to fulfill the intent.
Valid Values: ElicitIntent | ConfirmIntent | ElicitSlot | Fulfilled |
ReadyForFulfillment | Failed
encodedInputTranscript (p. 427)
The text used to process the request.
If the input was an audio stream, the encodedInputTranscript field contains the text extracted
from the audio stream. This is the text that is actually processed to recognize intents and slot values.
You can use this information to determine if Amazon Lex is correctly processing the audio that you
send.
The encodedInputTranscript field is base-64 encoded. You must decode the field before you can
use the value.
encodedMessage (p. 427)
The message to convey to the user. The message can come from the bot's configuration or from a
Lambda function.
If the intent is not configured with a Lambda function, or if the Lambda function returned Delegate
as the dialogAction.type in its response, Amazon Lex decides on the next course of action and
selects an appropriate message from the bot's configuration based on the current interaction context.
For example, if Amazon Lex isn't able to understand user input, it uses a clarification prompt message.
When you create an intent you can assign messages to groups. When messages are assigned to
groups Amazon Lex returns one message from each group in the response. The message field is an
escaped JSON string containing the messages. For more information about the structure of the JSON
string returned, see サポートされているメッセージ形式 (p. 15).
If the Lambda function returns a message, Amazon Lex passes it to the client in its response.
The encodedMessage field is base-64 encoded. You must decode the field before you can use the
value.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1366.
inputTranscript (p. 427)
This header has been deprecated.
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The text used to process the request.
You can use this field only in the de-DE, en-AU, en-GB, en-US, es-419, es-ES, es-US, fr-CA, frFR, and it-IT locales. In all other locales, the inputTranscript field is null. You should use the
encodedInputTranscript field instead.
If the input was an audio stream, the inputTranscript field contains the text extracted from the
audio stream. This is the text that is actually processed to recognize intents and slot values. You can
use this information to determine if Amazon Lex is correctly processing the audio that you send.
intentName (p. 427)
Current user intent that Amazon Lex is aware of.
message (p. 427)
This header has been deprecated.
You can only use this field in the de-DE, en-AU, en-GB, en-US, es-419, es-ES, es-US, fr-CA, fr-FR,
and it-IT locales. In all other locales, the message field is null. You should use the encodedMessage
field instead.
The message to convey to the user. The message can come from the bot's configuration or from a
Lambda function.
If the intent is not configured with a Lambda function, or if the Lambda function returned Delegate
as the dialogAction.type in its response, Amazon Lex decides on the next course of action and
selects an appropriate message from the bot's configuration based on the current interaction context.
For example, if Amazon Lex isn't able to understand user input, it uses a clarification prompt message.
When you create an intent you can assign messages to groups. When messages are assigned to
groups Amazon Lex returns one message from each group in the response. The message field is an
escaped JSON string containing the messages. For more information about the structure of the JSON
string returned, see サポートされているメッセージ形式 (p. 15).
If the Lambda function returns a message, Amazon Lex passes it to the client in its response.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
messageFormat (p. 427)
The format of the response message. One of the following values:
• PlainText - The message contains plain UTF-8 text.
• CustomPayload - The message is a custom format for the client.
• SSML - The message contains text formatted for voice output.
• Composite - The message contains an escaped JSON object containing one or more messages
from the groups that messages were assigned to when the intent was created.
Valid Values: PlainText | CustomPayload | SSML | Composite
nluIntentConfidence (p. 427)
Provides a score that indicates how confident Amazon Lex is that the returned intent is the one that
matches the user's intent. The score is between 0.0 and 1.0.
The score is a relative score, not an absolute score. The score may change based on improvements to
Amazon Lex.
sentimentResponse (p. 427)
The sentiment expressed in an utterance.
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When the bot is configured to send utterances to Amazon Comprehend for sentiment analysis, this
field contains the result of the analysis.
sessionAttributes (p. 427)
Map of key/value pairs representing the session-specific context information.
sessionId (p. 427)
The unique identifier for the session.
slots (p. 427)
Map of zero or more intent slots (name/value pairs) Amazon Lex detected from the user input during
the conversation. The field is base-64 encoded.
Amazon Lex creates a resolution list containing likely values for a slot. The value that it returns is
determined by the valueSelectionStrategy selected when the slot type was created or updated. If
valueSelectionStrategy is set to ORIGINAL_VALUE, the value provided by the user is returned, if
the user value is similar to the slot values. If valueSelectionStrategy is set to TOP_RESOLUTION
Amazon Lex returns the first value in the resolution list or, if there is no resolution list, null. If you don't
specify a valueSelectionStrategy, the default is ORIGINAL_VALUE.
slotToElicit (p. 427)
If the dialogState value is ElicitSlot, returns the name of the slot for which Amazon Lex is
eliciting a value.
The response returns the following as the HTTP body.
audioStream (p. 427)
The prompt (or statement) to convey to the user. This is based on the bot configuration and context.
For example, if Amazon Lex did not understand the user intent, it sends the clarificationPrompt
configured for the bot. If the intent requires confirmation before taking the fulfillment action, it sends the
confirmationPrompt. Another example: Suppose that the Lambda function successfully fulfilled
the intent, and sent a message to convey to the user. Then Amazon Lex sends that message in the
response.

Errors
BadGatewayException
Either the Amazon Lex bot is still building, or one of the dependent services (Amazon Polly, AWS
Lambda) failed with an internal service error.
HTTP Status Code: 502
BadRequestException
Request validation failed, there is no usable message in the context, or the bot build failed, is still in
progress, or contains unbuilt changes.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
Two clients are using the same AWS account, Amazon Lex bot, and user ID.
HTTP Status Code: 409
DependencyFailedException
One of the dependencies, such as AWS Lambda or Amazon Polly, threw an exception. For example,
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• If Amazon Lex does not have sufficient permissions to call a Lambda function.
• If a Lambda function takes longer than 30 seconds to execute.
• If a fulfillment Lambda function returns a Delegate dialog action without removing any slot values.
HTTP Status Code: 424
InternalFailureException
Internal service error. Retry the call.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
Exceeded a limit.
HTTP Status Code: 429
LoopDetectedException
This exception is not used.
HTTP Status Code: 508
NotAcceptableException
The accept header in the request does not have a valid value.
HTTP Status Code: 406
NotFoundException
The resource (such as the Amazon Lex bot or an alias) that is referred to is not found.
HTTP Status Code: 404
RequestTimeoutException
The input speech is too long.
HTTP Status Code: 408
UnsupportedMediaTypeException
The Content-Type header (PostContent API) has an invalid value.
HTTP Status Code: 415

Examples
Example 1
In this request, the URI identifies a bot (Traffic), bot version ($LATEST), and end user name (someuser).
The Content-Type header identifies the format of the audio in the body. Amazon Lex also supports other
formats. To convert audio from one format to another, if necessary, you can use SoX open source software.
You specify the format in which you want to get the response by adding the Accept HTTP header.
In the response, the x-amz-lex-message header shows the response that Amazon Lex returned. The
client can then send this response to the user. The same message is sent in audio/MPEG format through
chunked encoding (as requested).

Sample Request
"POST /bot/Traffic/alias/$LATEST/user/someuser/content HTTP/1.1[\r][\n]"
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"x-amz-lex-session-attributes: eyJ1c2VyTmFtZSI6IkJvYiJ9[\r][\n]"
"Content-Type: audio/x-l16; channel-count=1; sample-rate=16000f[\r][\n]"
"Accept: audio/mpeg[\r][\n]"
"Host: runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com[\r][\n]"
"Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=BLANKED_OUT/20161230/us-east-1/lex/
aws4_request,
SignedHeaders=accept;content-type;host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-lex-sessionattributes, Signature=78ca5b54ea3f64a17ff7522de02cd90a9acd2365b45a9ce9b96ea105bb1c7ec2[\r]
[\n]"
"X-Amz-Date: 20161230T181426Z[\r][\n]"
"X-Amz-Content-Sha256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855[\r]
[\n]"
"Transfer-Encoding: chunked[\r][\n]"
"Connection: Keep-Alive[\r][\n]"
"User-Agent: Apache-HttpClient/4.5.x (Java/1.8.0_112)[\r][\n]"
"Accept-Encoding: gzip,deflate[\r][\n]"
"[\r][\n]"
"1000[\r][\n]"
"[0x7][0x0][0x7][0x0][\n]"
"[0x0][0x7][0x0][0xfc][0xff][\n]"
"[0x0][\n]"
…

Sample Response
"HTTP/1.1 200 OK[\r][\n]"
"x-amzn-RequestId: cc8b34af-cebb-11e6-a35c-55f3a992f28d[\r][\n]"
"x-amz-lex-message: Sorry, can you repeat that?[\r][\n]"
"x-amz-lex-dialog-state: ElicitIntent[\r][\n]"
"x-amz-lex-session-attributes: eyJ1c2VyTmFtZSI6IkJvYiJ9[\r][\n]"
"Content-Type: audio/mpeg[\r][\n]"
"Transfer-Encoding: chunked[\r][\n]"
"Date: Fri, 30 Dec 2016 18:14:28 GMT[\r][\n]"
"[\r][\n]"
"2000[\r][\n]"
"ID3[0x4][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0]#TSSE[0x0][0x0][0x0][0xf][0x0][0x0]
[0x3]Lavf57.41.100[0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0x0][0xff]
[0xf3]`[0xc4][0x0][0x1b]{[0x8d][0xe8][0x1]C[0x18][0x1][0x0]J[0xe0]`b[0xdd][0xd1][0xb]
[0xfd][0x11][0xdf][0xfe]";[0xbb][0xbb][0x9f][0xee][0xee][0xee][0xee]|DDD/[0xff][0xff]
[0xff][0xff]www?D[0xf7]w^?[0xff][0xfa]h[0x88][0x85][0xfe][0x88][0x88][0x88][[0xa2]'[0xff]
[0xfa]"{[0x9f][0xe8][0x88]]D[0xeb][0xbb][0xbb][0xa2]!u[0xfd][0xdd][0xdf][0x88][0x94]
[0x0]F[0xef][0xa1]8[0x0][0x82]w[0x88]N[0x0][0x0][0x9b][0xbb][0xe8][0xe
…

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2

•
•
•
•

AWS SDK for JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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PostText

Service: Amazon Lex Runtime Service
Sends user input to Amazon Lex. Client applications can use this API to send requests to Amazon Lex at
runtime. Amazon Lex then interprets the user input using the machine learning model it built for the bot.
In response, Amazon Lex returns the next message to convey to the user an optional responseCard to
display. Consider the following example messages:
• For a user input "I would like a pizza", Amazon Lex might return a response with a message eliciting slot
data (for example, PizzaSize): "What size pizza would you like?"
• After the user provides all of the pizza order information, Amazon Lex might return a response with a
message to obtain user confirmation "Proceed with the pizza order?".
• After the user replies to a confirmation prompt with a "yes", Amazon Lex might return a conclusion
statement: "Thank you, your cheese pizza has been ordered.".
Not all Amazon Lex messages require a user response. For example, a conclusion statement does
not require a response. Some messages require only a "yes" or "no" user response. In addition to the
message, Amazon Lex provides additional context about the message in the response that you might use
to enhance client behavior, for example, to display the appropriate client user interface. These are the
slotToElicit, dialogState, intentName, and slots fields in the response. Consider the following
examples:
• If the message is to elicit slot data, Amazon Lex returns the following context information:
• dialogState set to ElicitSlot
• intentName set to the intent name in the current context
• slotToElicit set to the slot name for which the message is eliciting information
• slots set to a map of slots, configured for the intent, with currently known values
• If the message is a confirmation prompt, the dialogState is set to ConfirmIntent and SlotToElicit
is set to null.
• If the message is a clarification prompt (configured for the intent) that indicates that user intent is not
understood, the dialogState is set to ElicitIntent and slotToElicit is set to null.
In addition, Amazon Lex also returns your application-specific sessionAttributes. For more
information, see Managing Conversation Context.

Request Syntax
POST /bot/botName/alias/botAlias/user/userId/text HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"activeContexts": [
{
"name": "string",
"parameters": {
"string" : "string"
},
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
}
],
"inputText": "string",
"requestAttributes": {
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}

"string" : "string"
},
"sessionAttributes": {
"string" : "string"
}

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
botAlias (p. 434)
The alias of the Amazon Lex bot.
Required: Yes
botName (p. 434)
The name of the Amazon Lex bot.
Required: Yes
userId (p. 434)
The ID of the client application user. Amazon Lex uses this to identify a user's conversation with your
bot. At runtime, each request must contain the userID field.
To decide the user ID to use for your application, consider the following factors.
• The userID field must not contain any personally identifiable information of the user, for example,
name, personal identification numbers, or other end user personal information.
• If you want a user to start a conversation on one device and continue on another device, use a userspecific identifier.
• If you want the same user to be able to have two independent conversations on two different
devices, choose a device-specific identifier.
• A user can't have two independent conversations with two different versions of the same bot. For
example, a user can't have a conversation with the PROD and BETA versions of the same bot. If you
anticipate that a user will need to have conversation with two different versions, for example, while
testing, include the bot alias in the user ID to separate the two conversations.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
activeContexts (p. 434)
A list of contexts active for the request. A context can be activated when a previous intent is fulfilled, or
by including the context in the request,
If you don't specify a list of contexts, Amazon Lex will use the current list of contexts for the session. If
you specify an empty list, all contexts for the session are cleared.
Type: Array of ActiveContext (p. 495) objects
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Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 20 items.
Required: No
inputText (p. 434)
The text that the user entered (Amazon Lex interprets this text).
When you are using the AWS CLI, you can't pass a URL in the --input-text parameter. Pass the
URL using the --cli-input-json parameter instead.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
Required: Yes
requestAttributes (p. 434)
Request-specific information passed between Amazon Lex and a client application.
The namespace x-amz-lex: is reserved for special attributes. Don't create any request attributes
with the prefix x-amz-lex:.
For more information, see Setting Request Attributes.
Type: String to string map
Required: No
sessionAttributes (p. 434)
Application-specific information passed between Amazon Lex and a client application.
For more information, see Setting Session Attributes.
Type: String to string map
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

"activeContexts": [
{
"name": "string",
"parameters": {
"string" : "string"
},
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
}
],
"alternativeIntents": [
{
"intentName": "string",
"nluIntentConfidence": {
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"score": number
},
"slots": {
"string" : "string"
}

}

}
],
"botVersion": "string",
"dialogState": "string",
"intentName": "string",
"message": "string",
"messageFormat": "string",
"nluIntentConfidence": {
"score": number
},
"responseCard": {
"contentType": "string",
"genericAttachments": [
{
"attachmentLinkUrl": "string",
"buttons": [
{
"text": "string",
"value": "string"
}
],
"imageUrl": "string",
"subTitle": "string",
"title": "string"
}
],
"version": "string"
},
"sentimentResponse": {
"sentimentLabel": "string",
"sentimentScore": "string"
},
"sessionAttributes": {
"string" : "string"
},
"sessionId": "string",
"slots": {
"string" : "string"
},
"slotToElicit": "string"

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The following data is returned in JSON format by the service.
activeContexts (p. 436)
A list of active contexts for the session. A context can be set when an intent is fulfilled or by calling the
PostContent, PostText, or PutSession operation.
You can use a context to control the intents that can follow up an intent, or to modify the operation of
your application.
Type: Array of ActiveContext (p. 495) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 20 items.
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alternativeIntents (p. 436)
One to four alternative intents that may be applicable to the user's intent.
Each alternative includes a score that indicates how confident Amazon Lex is that the intent matches
the user's intent. The intents are sorted by the confidence score.
Type: Array of PredictedIntent (p. 505) objects
Array Members: Maximum number of 4 items.
botVersion (p. 436)
The version of the bot that responded to the conversation. You can use this information to help
determine if one version of a bot is performing better than another version.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: [0-9]+|\$LATEST
dialogState (p. 436)
Identifies the current state of the user interaction. Amazon Lex returns one of the following values as
dialogState. The client can optionally use this information to customize the user interface.
• ElicitIntent - Amazon Lex wants to elicit user intent.
For example, a user might utter an intent ("I want to order a pizza"). If Amazon Lex cannot infer the
user intent from this utterance, it will return this dialogState.
• ConfirmIntent - Amazon Lex is expecting a "yes" or "no" response.
For example, Amazon Lex wants user confirmation before fulfilling an intent.
Instead of a simple "yes" or "no," a user might respond with additional information. For example,
"yes, but make it thick crust pizza" or "no, I want to order a drink". Amazon Lex can process such
additional information (in these examples, update the crust type slot value, or change intent from
OrderPizza to OrderDrink).
• ElicitSlot - Amazon Lex is expecting a slot value for the current intent.
For example, suppose that in the response Amazon Lex sends this message: "What size pizza
would you like?". A user might reply with the slot value (e.g., "medium"). The user might also provide
additional information in the response (e.g., "medium thick crust pizza"). Amazon Lex can process
such additional information appropriately.
• Fulfilled - Conveys that the Lambda function configured for the intent has successfully fulfilled
the intent.
• ReadyForFulfillment - Conveys that the client has to fulfill the intent.
• Failed - Conveys that the conversation with the user failed.
This can happen for various reasons including that the user did not provide an appropriate response
to prompts from the service (you can configure how many times Amazon Lex can prompt a user for
specific information), or the Lambda function failed to fulfill the intent.
Type: String
Valid Values: ElicitIntent | ConfirmIntent | ElicitSlot | Fulfilled |
ReadyForFulfillment | Failed
intentName (p. 436)
The current user intent that Amazon Lex is aware of.
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Type: String
message (p. 436)
The message to convey to the user. The message can come from the bot's configuration or from a
Lambda function.
If the intent is not configured with a Lambda function, or if the Lambda function returned Delegate
as the dialogAction.type its response, Amazon Lex decides on the next course of action and
selects an appropriate message from the bot's configuration based on the current interaction context.
For example, if Amazon Lex isn't able to understand user input, it uses a clarification prompt message.
When you create an intent you can assign messages to groups. When messages are assigned to
groups Amazon Lex returns one message from each group in the response. The message field is an
escaped JSON string containing the messages. For more information about the structure of the JSON
string returned, see サポートされているメッセージ形式 (p. 15).
If the Lambda function returns a message, Amazon Lex passes it to the client in its response.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
messageFormat (p. 436)
The format of the response message. One of the following values:
• PlainText - The message contains plain UTF-8 text.
• CustomPayload - The message is a custom format defined by the Lambda function.
• SSML - The message contains text formatted for voice output.
• Composite - The message contains an escaped JSON object containing one or more messages
from the groups that messages were assigned to when the intent was created.
Type: String
Valid Values: PlainText | CustomPayload | SSML | Composite
nluIntentConfidence (p. 436)
Provides a score that indicates how confident Amazon Lex is that the returned intent is the one that
matches the user's intent. The score is between 0.0 and 1.0. For more information, see Confidence
Scores.
The score is a relative score, not an absolute score. The score may change based on improvements to
Amazon Lex.
Type: IntentConfidence (p. 502) object
responseCard (p. 436)
Represents the options that the user has to respond to the current prompt. Response Card can come
from the bot configuration (in the Amazon Lex console, choose the settings button next to a slot) or
from a code hook (Lambda function).
Type: ResponseCard (p. 506) object
sentimentResponse (p. 436)
The sentiment expressed in and utterance.
When the bot is configured to send utterances to Amazon Comprehend for sentiment analysis, this
field contains the result of the analysis.
Type: SentimentResponse (p. 507) object
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sessionAttributes (p. 436)
A map of key-value pairs representing the session-specific context information.
Type: String to string map
sessionId (p. 436)
A unique identifier for the session.
Type: String
slots (p. 436)
The intent slots that Amazon Lex detected from the user input in the conversation.
Amazon Lex creates a resolution list containing likely values for a slot. The value that it returns is
determined by the valueSelectionStrategy selected when the slot type was created or updated. If
valueSelectionStrategy is set to ORIGINAL_VALUE, the value provided by the user is returned, if
the user value is similar to the slot values. If valueSelectionStrategy is set to TOP_RESOLUTION
Amazon Lex returns the first value in the resolution list or, if there is no resolution list, null. If you don't
specify a valueSelectionStrategy, the default is ORIGINAL_VALUE.
Type: String to string map
slotToElicit (p. 436)
If the dialogState value is ElicitSlot, returns the name of the slot for which Amazon Lex is
eliciting a value.
Type: String

Errors
BadGatewayException
Either the Amazon Lex bot is still building, or one of the dependent services (Amazon Polly, AWS
Lambda) failed with an internal service error.
HTTP Status Code: 502
BadRequestException
Request validation failed, there is no usable message in the context, or the bot build failed, is still in
progress, or contains unbuilt changes.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
Two clients are using the same AWS account, Amazon Lex bot, and user ID.
HTTP Status Code: 409
DependencyFailedException
One of the dependencies, such as AWS Lambda or Amazon Polly, threw an exception. For example,
• If Amazon Lex does not have sufficient permissions to call a Lambda function.
• If a Lambda function takes longer than 30 seconds to execute.
• If a fulfillment Lambda function returns a Delegate dialog action without removing any slot values.
HTTP Status Code: 424
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InternalFailureException
Internal service error. Retry the call.
HTTP Status Code: 500
LimitExceededException
Exceeded a limit.
HTTP Status Code: 429
LoopDetectedException
This exception is not used.
HTTP Status Code: 508
NotFoundException
The resource (such as the Amazon Lex bot or an alias) that is referred to is not found.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutSession

Service: Amazon Lex Runtime Service
Creates a new session or modifies an existing session with an Amazon Lex bot. Use this operation to
enable your application to set the state of the bot.
For more information, see Managing Sessions.

Request Syntax
POST /bot/botName/alias/botAlias/user/userId/session HTTP/1.1
Accept: accept
Content-type: application/json
{

}

"activeContexts": [
{
"name": "string",
"parameters": {
"string" : "string"
},
"timeToLive": {
"timeToLiveInSeconds": number,
"turnsToLive": number
}
}
],
"dialogAction": {
"fulfillmentState": "string",
"intentName": "string",
"message": "string",
"messageFormat": "string",
"slots": {
"string" : "string"
},
"slotToElicit": "string",
"type": "string"
},
"recentIntentSummaryView": [
{
"checkpointLabel": "string",
"confirmationStatus": "string",
"dialogActionType": "string",
"fulfillmentState": "string",
"intentName": "string",
"slots": {
"string" : "string"
},
"slotToElicit": "string"
}
],
"sessionAttributes": {
"string" : "string"
}

URI Request Parameters
The request uses the following URI parameters.
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accept (p. 442)
The message that Amazon Lex returns in the response can be either text or speech based depending
on the value of this field.
• If the value is text/plain; charset=utf-8, Amazon Lex returns text in the response.
• If the value begins with audio/, Amazon Lex returns speech in the response. Amazon Lex uses
Amazon Polly to generate the speech in the configuration that you specify. For example, if you
specify audio/mpeg as the value, Amazon Lex returns speech in the MPEG format.
• If the value is audio/pcm, the speech is returned as audio/pcm in 16-bit, little endian format.
• The following are the accepted values:
• audio/mpeg
• audio/ogg
• audio/pcm
• audio/* (defaults to mpeg)
• text/plain; charset=utf-8
botAlias (p. 442)
The alias in use for the bot that contains the session data.
Required: Yes
botName (p. 442)
The name of the bot that contains the session data.
Required: Yes
userId (p. 442)
The ID of the client application user. Amazon Lex uses this to identify a user's conversation with your
bot.
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 100.
Pattern: [0-9a-zA-Z._:-]+
Required: Yes

Request Body
The request accepts the following data in JSON format.
activeContexts (p. 442)
A list of contexts active for the request. A context can be activated when a previous intent is fulfilled, or
by including the context in the request,
If you don't specify a list of contexts, Amazon Lex will use the current list of contexts for the session. If
you specify an empty list, all contexts for the session are cleared.
Type: Array of ActiveContext (p. 495) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 20 items.
Required: No
dialogAction (p. 442)
Sets the next action that the bot should take to fulfill the conversation.
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Type: DialogAction (p. 498) object
Required: No
recentIntentSummaryView (p. 442)
A summary of the recent intents for the bot. You can use the intent summary view to set a checkpoint
label on an intent and modify attributes of intents. You can also use it to remove or add intent summary
objects to the list.
An intent that you modify or add to the list must make sense for the bot. For example, the intent name
must be valid for the bot. You must provide valid values for:
• intentName
• slot names
• slotToElict
If you send the recentIntentSummaryView parameter in a PutSession request, the contents of
the new summary view replaces the old summary view. For example, if a GetSession request returns
three intents in the summary view and you call PutSession with one intent in the summary view, the
next call to GetSession will only return one intent.
Type: Array of IntentSummary (p. 503) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 3 items.
Required: No
sessionAttributes (p. 442)
Map of key/value pairs representing the session-specific context information. It contains application
information passed between Amazon Lex and a client application.
Type: String to string map
Required: No

Response Syntax
HTTP/1.1 200
Content-Type: contentType
x-amz-lex-intent-name: intentName
x-amz-lex-slots: slots
x-amz-lex-session-attributes: sessionAttributes
x-amz-lex-message: message
x-amz-lex-encoded-message: encodedMessage
x-amz-lex-message-format: messageFormat
x-amz-lex-dialog-state: dialogState
x-amz-lex-slot-to-elicit: slotToElicit
x-amz-lex-session-id: sessionId
x-amz-lex-active-contexts: activeContexts
audioStream

Response Elements
If the action is successful, the service sends back an HTTP 200 response.
The response returns the following HTTP headers.

444

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Runtime Service

activeContexts (p. 444)
A list of active contexts for the session.
contentType (p. 444)
Content type as specified in the Accept HTTP header in the request.
dialogState (p. 444)
• ConfirmIntent - Amazon Lex is expecting a "yes" or "no" response to confirm the intent before
fulfilling an intent.
• ElicitIntent - Amazon Lex wants to elicit the user's intent.
• ElicitSlot - Amazon Lex is expecting the value of a slot for the current intent.
• Failed - Conveys that the conversation with the user has failed. This can happen for various
reasons, including the user does not provide an appropriate response to prompts from the service, or
if the Lambda function fails to fulfill the intent.
• Fulfilled - Conveys that the Lambda function has sucessfully fulfilled the intent.
• ReadyForFulfillment - Conveys that the client has to fulfill the intent.
Valid Values: ElicitIntent | ConfirmIntent | ElicitSlot | Fulfilled |
ReadyForFulfillment | Failed
encodedMessage (p. 444)
The next message that should be presented to the user.
The encodedMessage field is base-64 encoded. You must decode the field before you can use the
value.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1366.
intentName (p. 444)
The name of the current intent.
message (p. 444)
This header has been deprecated.
The next message that should be presented to the user.
You can only use this field in the de-DE, en-AU, en-GB, en-US, es-419, es-ES, es-US, fr-CA, fr-FR,
and it-IT locales. In all other locales, the message field is null. You should use the encodedMessage
field instead.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
messageFormat (p. 444)
The format of the response message. One of the following values:
• PlainText - The message contains plain UTF-8 text.
• CustomPayload - The message is a custom format for the client.
• SSML - The message contains text formatted for voice output.
• Composite - The message contains an escaped JSON object containing one or more messages
from the groups that messages were assigned to when the intent was created.
Valid Values: PlainText | CustomPayload | SSML | Composite
sessionAttributes (p. 444)
Map of key/value pairs representing session-specific context information.
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sessionId (p. 444)
A unique identifier for the session.
slots (p. 444)
Map of zero or more intent slots Amazon Lex detected from the user input during the conversation.
Amazon Lex creates a resolution list containing likely values for a slot. The value that it returns is
determined by the valueSelectionStrategy selected when the slot type was created or updated. If
valueSelectionStrategy is set to ORIGINAL_VALUE, the value provided by the user is returned, if
the user value is similar to the slot values. If valueSelectionStrategy is set to TOP_RESOLUTION
Amazon Lex returns the first value in the resolution list or, if there is no resolution list, null. If you don't
specify a valueSelectionStrategy the default is ORIGINAL_VALUE.
slotToElicit (p. 444)
If the dialogState is ElicitSlot, returns the name of the slot for which Amazon Lex is eliciting a
value.
The response returns the following as the HTTP body.
audioStream (p. 444)
The audio version of the message to convey to the user.

Errors
BadGatewayException
Either the Amazon Lex bot is still building, or one of the dependent services (Amazon Polly, AWS
Lambda) failed with an internal service error.
HTTP Status Code: 502
BadRequestException
Request validation failed, there is no usable message in the context, or the bot build failed, is still in
progress, or contains unbuilt changes.
HTTP Status Code: 400
ConflictException
Two clients are using the same AWS account, Amazon Lex bot, and user ID.
HTTP Status Code: 409
DependencyFailedException
One of the dependencies, such as AWS Lambda or Amazon Polly, threw an exception. For example,
• If Amazon Lex does not have sufficient permissions to call a Lambda function.
• If a Lambda function takes longer than 30 seconds to execute.
• If a fulfillment Lambda function returns a Delegate dialog action without removing any slot values.
HTTP Status Code: 424
InternalFailureException
Internal service error. Retry the call.
HTTP Status Code: 500
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LimitExceededException
Exceeded a limit.
HTTP Status Code: 429
NotAcceptableException
The accept header in the request does not have a valid value.
HTTP Status Code: 406
NotFoundException
The resource (such as the Amazon Lex bot or an alias) that is referred to is not found.
HTTP Status Code: 404

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

Data Types
The following data types are supported by Amazon Lex Model Building Service:
• BotAliasMetadata (p. 450)
• BotChannelAssociation (p. 452)
• BotMetadata (p. 454)
• BuiltinIntentMetadata (p. 456)
• BuiltinIntentSlot (p. 457)
• BuiltinSlotTypeMetadata (p. 458)
• CodeHook (p. 459)
• ConversationLogsRequest (p. 460)
• ConversationLogsResponse (p. 461)
• EnumerationValue (p. 462)
• FollowUpPrompt (p. 463)
• FulfillmentActivity (p. 464)
• InputContext (p. 465)
• Intent (p. 466)
• IntentMetadata (p. 467)
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• KendraConfiguration (p. 469)
• LogSettingsRequest (p. 471)
• LogSettingsResponse (p. 473)
• Message (p. 475)
• MigrationAlert (p. 476)
• MigrationSummary (p. 477)
• OutputContext (p. 479)
• Prompt (p. 480)
• ResourceReference (p. 481)
• Slot (p. 482)
• SlotDefaultValue (p. 485)
• SlotDefaultValueSpec (p. 486)
• SlotTypeConfiguration (p. 487)
• SlotTypeMetadata (p. 488)
• SlotTypeRegexConfiguration (p. 490)
• Statement (p. 491)
• Tag (p. 492)
• UtteranceData (p. 493)
• UtteranceList (p. 494)
The following data types are supported by Amazon Lex Runtime Service:
• ActiveContext (p. 495)
• ActiveContextTimeToLive (p. 496)
• Button (p. 497)
• DialogAction (p. 498)
• GenericAttachment (p. 500)
• IntentConfidence (p. 502)
• IntentSummary (p. 503)
• PredictedIntent (p. 505)
• ResponseCard (p. 506)
• SentimentResponse (p. 507)

Amazon Lex Model Building Service
The following data types are supported by Amazon Lex Model Building Service:
• BotAliasMetadata (p. 450)
• BotChannelAssociation (p. 452)
• BotMetadata (p. 454)
• BuiltinIntentMetadata (p. 456)
• BuiltinIntentSlot (p. 457)
• BuiltinSlotTypeMetadata (p. 458)
• CodeHook (p. 459)
• ConversationLogsRequest (p. 460)
• ConversationLogsResponse (p. 461)
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• EnumerationValue (p. 462)
•
•
•
•
•

FollowUpPrompt (p. 463)
FulfillmentActivity (p. 464)
InputContext (p. 465)
Intent (p. 466)
IntentMetadata (p. 467)

• KendraConfiguration (p. 469)
• LogSettingsRequest (p. 471)
• LogSettingsResponse (p. 473)
• Message (p. 475)
• MigrationAlert (p. 476)
• MigrationSummary (p. 477)
• OutputContext (p. 479)
• Prompt (p. 480)
• ResourceReference (p. 481)
• Slot (p. 482)
• SlotDefaultValue (p. 485)
• SlotDefaultValueSpec (p. 486)
• SlotTypeConfiguration (p. 487)
• SlotTypeMetadata (p. 488)
• SlotTypeRegexConfiguration (p. 490)
• Statement (p. 491)
• Tag (p. 492)
• UtteranceData (p. 493)
• UtteranceList (p. 494)
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BotAliasMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a bot alias.

Contents
botName
The name of the bot to which the alias points.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
botVersion
The version of the Amazon Lex bot to which the alias points.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No
checksum
Checksum of the bot alias.
Type: String
Required: No
conversationLogs
Settings that determine how Amazon Lex uses conversation logs for the alias.
Type: ConversationLogsResponse (p. 461) object
Required: No
createdDate
The date that the bot alias was created.
Type: Timestamp
Required: No
description
A description of the bot alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
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lastUpdatedDate
The date that the bot alias was updated. When you create a resource, the creation date and last
updated date are the same.
Type: Timestamp
Required: No
name
The name of the bot alias.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BotChannelAssociation

Service: Amazon Lex Model Building Service
Represents an association between an Amazon Lex bot and an external messaging platform.

Contents
botAlias
An alias pointing to the specific version of the Amazon Lex bot to which this association is being made.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
botConfiguration
Provides information necessary to communicate with the messaging platform.
Type: String to string map
Map Entries: Maximum number of 10 items.
Required: No
botName
The name of the Amazon Lex bot to which this association is being made.

Note
Currently, Amazon Lex supports associations with Facebook and Slack, and Twilio.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
createdDate
The date that the association between the Amazon Lex bot and the channel was created.
Type: Timestamp
Required: No
description
A text description of the association you are creating.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
failureReason
If status is FAILED, Amazon Lex provides the reason that it failed to create the association.
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Type: String
Required: No
name
The name of the association between the bot and the channel.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
status
The status of the bot channel.
• CREATED - The channel has been created and is ready for use.
• IN_PROGRESS - Channel creation is in progress.
• FAILED - There was an error creating the channel. For information about the reason for the failure,
see the failureReason field.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | CREATED | FAILED
Required: No
type
Specifies the type of association by indicating the type of channel being established between the
Amazon Lex bot and the external messaging platform.
Type: String
Valid Values: Facebook | Slack | Twilio-Sms | Kik
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BotMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a bot. .

Contents
createdDate
The date that the bot was created.
Type: Timestamp
Required: No
description
A description of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
lastUpdatedDate
The date that the bot was updated. When you create a bot, the creation date and last updated date are
the same.
Type: Timestamp
Required: No
name
The name of the bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
status
The status of the bot.
Type: String
Valid Values: BUILDING | READY | READY_BASIC_TESTING | FAILED | NOT_BUILT
Required: No
version
The version of the bot. For a new bot, the version is always $LATEST.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
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Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BuiltinIntentMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides metadata for a built-in intent.

Contents
signature
A unique identifier for the built-in intent. To find the signature for an intent, see Standard Built-in Intents
in the Alexa Skills Kit.
Type: String
Required: No
supportedLocales
A list of identifiers for the locales that the intent supports.
Type: Array of strings
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BuiltinIntentSlot

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a slot used in a built-in intent.

Contents
name
A list of the slots defined for the intent.
Type: String
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BuiltinSlotTypeMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a built in slot type.

Contents
signature
A unique identifier for the built-in slot type. To find the signature for a slot type, see Slot Type
Reference in the Alexa Skills Kit.
Type: String
Required: No
supportedLocales
A list of target locales for the slot.
Type: Array of strings
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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CodeHook

Service: Amazon Lex Model Building Service
Specifies a Lambda function that verifies requests to a bot or fulfills the user's request to a bot..

Contents
messageVersion
The version of the request-response that you want Amazon Lex to use to invoke your Lambda function.
For more information, see Lambda 関数の使用 (p. 141).
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 5.
Required: Yes
uri
The Amazon Resource Name (ARN) of the Lambda function.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: arn:aws[a-zA-Z-]*:lambda:[a-z]+-[a-z]+(-[a-z]+)*-[0-9]:[0-9]
{12}:function:[a-zA-Z0-9-_]+(\/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]
{4}-[0-9a-f]{12})?(:[a-zA-Z0-9-_]+)?
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ConversationLogsRequest

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides the settings needed for conversation logs.

Contents
iamRoleArn
The Amazon Resource Name (ARN) of an IAM role with permission to write to your CloudWatch Logs
for text logs and your S3 bucket for audio logs. If audio encryption is enabled, this role also provides
access permission for the AWS KMS key used for encrypting audio logs. For more information, see
Creating an IAM Role and Policy for Conversation Logs.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$
Required: Yes
logSettings
The settings for your conversation logs. You can log the conversation text, conversation audio, or both.
Type: Array of LogSettingsRequest (p. 471) objects
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ConversationLogsResponse
Service: Amazon Lex Model Building Service

Contains information about conversation log settings.

Contents
iamRoleArn
The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM role used to write your logs to CloudWatch Logs or an
S3 bucket.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$
Required: No
logSettings
The settings for your conversation logs. You can log text, audio, or both.
Type: Array of LogSettingsResponse (p. 473) objects
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EnumerationValue

Service: Amazon Lex Model Building Service
Each slot type can have a set of values. Each enumeration value represents a value the slot type can take.
For example, a pizza ordering bot could have a slot type that specifies the type of crust that the pizza
should have. The slot type could include the values
• thick
• thin
• stuffed

Contents
synonyms
Additional values related to the slot type value.
Type: Array of strings
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 140.
Required: No
value
The value of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 140.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FollowUpPrompt

Service: Amazon Lex Model Building Service
A prompt for additional activity after an intent is fulfilled. For example, after the OrderPizza intent is
fulfilled, you might prompt the user to find out whether the user wants to order drinks.

Contents
prompt
Prompts for information from the user.
Type: Prompt (p. 480) object
Required: Yes
rejectionStatement
If the user answers "no" to the question defined in the prompt field, Amazon Lex responds with this
statement to acknowledge that the intent was canceled.
Type: Statement (p. 491) object
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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FulfillmentActivity

Service: Amazon Lex Model Building Service
Describes how the intent is fulfilled after the user provides all of the information required for the intent. You
can provide a Lambda function to process the intent, or you can return the intent information to the client
application. We recommend that you use a Lambda function so that the relevant logic lives in the Cloud
and limit the client-side code primarily to presentation. If you need to update the logic, you only update the
Lambda function; you don't need to upgrade your client application.
Consider the following examples:
• In a pizza ordering application, after the user provides all of the information for placing an order, you use
a Lambda function to place an order with a pizzeria.
• In a gaming application, when a user says "pick up a rock," this information must go back to the client
application so that it can perform the operation and update the graphics. In this case, you want Amazon
Lex to return the intent data to the client.

Contents
codeHook
A description of the Lambda function that is run to fulfill the intent.
Type: CodeHook (p. 459) object
Required: No
type
How the intent should be fulfilled, either by running a Lambda function or by returning the slot data to
the client application.
Type: String
Valid Values: ReturnIntent | CodeHook
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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InputContext

Service: Amazon Lex Model Building Service
The name of a context that must be active for an intent to be selected by Amazon Lex.

Contents
name
The name of the context.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Intent

Service: Amazon Lex Model Building Service
Identifies the specific version of an intent.

Contents
intentName
The name of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
intentVersion
The version of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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IntentMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about an intent.

Contents
createdDate
The date that the intent was created.
Type: Timestamp
Required: No
description
A description of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
lastUpdatedDate
The date that the intent was updated. When you create an intent, the creation date and last updated
date are the same.
Type: Timestamp
Required: No
name
The name of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
version
The version of the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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KendraConfiguration

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides configuration information for the AMAZON.KendraSearchIntent intent. When you use this intent,
Amazon Lex searches the specified Amazon Kendra index and returns documents from the index that
match the user's utterance. For more information, see AMAZON.KendraSearchIntent.

Contents
kendraIndex
The Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon Kendra index that you want the
AMAZON.KendraSearchIntent intent to search. The index must be in the same account and Region as
the Amazon Lex bot. If the Amazon Kendra index does not exist, you get an exception when you call
the PutIntent operation.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: arn:aws:kendra:[a-z]+-[a-z]+-[0-9]:[0-9]{12}:index\/[a-zA-Z0-9][a-zAZ0-9_-]*
Required: Yes
queryFilterString
A query filter that Amazon Lex sends to Amazon Kendra to filter the response from the query. The filter
is in the format defined by Amazon Kendra. For more information, see Filtering queries.
You can override this filter string with a new filter string at runtime.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0.
Required: No
role
The Amazon Resource Name (ARN) of an IAM role that has permission to search the Amazon Kendra
index. The role must be in the same account and Region as the Amazon Lex bot. If the role does not
exist, you get an exception when you call the PutIntent operation.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: arn:aws:iam::[0-9]{12}:role/.*
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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LogSettingsRequest

Service: Amazon Lex Model Building Service
Settings used to configure delivery mode and destination for conversation logs.

Contents
destination
Where the logs will be delivered. Text logs are delivered to a CloudWatch Logs log group. Audio logs
are delivered to an S3 bucket.
Type: String
Valid Values: CLOUDWATCH_LOGS | S3
Required: Yes
kmsKeyArn
The Amazon Resource Name (ARN) of the AWS KMS customer managed key for encrypting audio
logs delivered to an S3 bucket. The key does not apply to CloudWatch Logs and is optional for S3
buckets.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:kms:[\w\-]+:[\d]{12}:(?:key\/[\w\-]+|alias\/[a-zA-Z0-9:
\/_\-]{1,256})$
Required: No
logType
The type of logging to enable. Text logs are delivered to a CloudWatch Logs log group. Audio logs are
delivered to an S3 bucket.
Type: String
Valid Values: AUDIO | TEXT
Required: Yes
resourceArn
The Amazon Resource Name (ARN) of the CloudWatch Logs log group or S3 bucket where the logs
should be delivered.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:(?:logs:[\w\-]+:[\d]{12}:log-group:[\.\-_/#A-Za-z0-9]
{1,512}(?::\*)?|s3:::[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9])$
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:

471

Amazon Lex 開発者ガイド
Amazon Lex Model Building Service

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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LogSettingsResponse

Service: Amazon Lex Model Building Service
The settings for conversation logs.

Contents
destination
The destination where logs are delivered.
Type: String
Valid Values: CLOUDWATCH_LOGS | S3
Required: No
kmsKeyArn
The Amazon Resource Name (ARN) of the key used to encrypt audio logs in an S3 bucket.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:kms:[\w\-]+:[\d]{12}:(?:key\/[\w\-]+|alias\/[a-zA-Z0-9:
\/_\-]{1,256})$
Required: No
logType
The type of logging that is enabled.
Type: String
Valid Values: AUDIO | TEXT
Required: No
resourceArn
The Amazon Resource Name (ARN) of the CloudWatch Logs log group or S3 bucket where the logs
are delivered.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:(?:logs:[\w\-]+:[\d]{12}:log-group:[\.\-_/#A-Za-z0-9]
{1,512}(?::\*)?|s3:::[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9])$
Required: No
resourcePrefix
The resource prefix is the first part of the S3 object key within the S3 bucket that you specified to
contain audio logs. For CloudWatch Logs it is the prefix of the log stream name within the log group
that you specified.
Type: String
Length Constraints: Maximum length of 1024.
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Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Message

Service: Amazon Lex Model Building Service
The message object that provides the message text and its type.

Contents
content
The text of the message.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1000.
Required: Yes
contentType
The content type of the message string.
Type: String
Valid Values: PlainText | SSML | CustomPayload
Required: Yes
groupNumber
Identifies the message group that the message belongs to. When a group is assigned to a message,
Amazon Lex returns one message from each group in the response.
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 5.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MigrationAlert

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about alerts and warnings that Amazon Lex sends during a migration. The alerts
include information about how to resolve the issue.

Contents
details
Additional details about the alert.
Type: Array of strings
Required: No
message
A message that describes why the alert was issued.
Type: String
Required: No
referenceURLs
A link to the Amazon Lex documentation that describes how to resolve the alert.
Type: Array of strings
Required: No
type
The type of alert. There are two kinds of alerts:
• ERROR - There was an issue with the migration that can't be resolved. The migration stops.
• WARN - There was an issue with the migration that requires manual changes to the new Amazon Lex
V2 bot. The migration continues.
Type: String
Valid Values: ERROR | WARN
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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MigrationSummary

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about migrating a bot from Amazon Lex V1 to Amazon Lex V2.

Contents
migrationId
The unique identifier that Amazon Lex assigned to the migration.
Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
Required: No
migrationStatus
The status of the operation. When the status is COMPLETE the bot is available in Amazon Lex V2.
There may be alerts and warnings that need to be resolved to complete the migration.
Type: String
Valid Values: IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED
Required: No
migrationStrategy
The strategy used to conduct the migration.
Type: String
Valid Values: CREATE_NEW | UPDATE_EXISTING
Required: No
migrationTimestamp
The date and time that the migration started.
Type: Timestamp
Required: No
v1BotLocale
The locale of the Amazon Lex V1 bot that is the source of the migration.
Type: String
Valid Values: de-DE | en-AU | en-GB | en-IN | en-US | es-419 | es-ES | es-US |
fr-FR | fr-CA | it-IT | ja-JP | ko-KR
Required: No
v1BotName
The name of the Amazon Lex V1 bot that is the source of the migration.
Type: String
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Length Constraints: Minimum length of 2. Maximum length of 50.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
v1BotVersion
The version of the Amazon Lex V1 bot that is the source of the migration.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No
v2BotId
The unique identifier of the Amazon Lex V2 that is the destination of the migration.
Type: String
Length Constraints: Fixed length of 10.
Pattern: ^[0-9a-zA-Z]+$
Required: No
v2BotRole
The IAM role that Amazon Lex uses to run the Amazon Lex V2 bot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 20. Maximum length of 2048.
Pattern: ^arn:[\w\-]+:iam::[\d]{12}:role/.+$
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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OutputContext

Service: Amazon Lex Model Building Service
The specification of an output context that is set when an intent is fulfilled.

Contents
name
The name of the context.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
timeToLiveInSeconds
The number of seconds that the context should be active after it is first sent in a PostContent or
PostText response. You can set the value between 5 and 86,400 seconds (24 hours).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 5. Maximum value of 86400.
Required: Yes
turnsToLive
The number of conversation turns that the context should be active. A conversation turn is one
PostContent or PostText request and the corresponding response from Amazon Lex.
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 20.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Prompt

Service: Amazon Lex Model Building Service
Obtains information from the user. To define a prompt, provide one or more messages and specify the
number of attempts to get information from the user. If you provide more than one message, Amazon Lex
chooses one of the messages to use to prompt the user. For more information, see Amazon Lex: 仕組
み (p. 3).

Contents
maxAttempts
The number of times to prompt the user for information.
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 5.
Required: Yes
messages
An array of objects, each of which provides a message string and its type. You can specify the
message string in plain text or in Speech Synthesis Markup Language (SSML).
Type: Array of Message (p. 475) objects
Array Members: Minimum number of 1 item. Maximum number of 15 items.
Required: Yes
responseCard
A response card. Amazon Lex uses this prompt at runtime, in the PostText API response. It
substitutes session attributes and slot values for placeholders in the response card. For more
information, see 応答カードの使用 (p. 217).
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 50000.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ResourceReference

Service: Amazon Lex Model Building Service
Describes the resource that refers to the resource that you are attempting to delete. This object is returned
as part of the ResourceInUseException exception.

Contents
name
The name of the resource that is using the resource that you are trying to delete.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: [a-zA-Z_]+
Required: No
version
The version of the resource that is using the resource that you are trying to delete.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Slot

Service: Amazon Lex Model Building Service
Identifies the version of a specific slot.

Contents
defaultValueSpec
A list of default values for the slot. Default values are used when Amazon Lex hasn't determined a
value for a slot. You can specify default values from context variables, session attributes, and defined
values.
Type: SlotDefaultValueSpec (p. 486) object
Required: No
description
A description of the slot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
name
The name of the slot.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z](-|_|.)?)+$
Required: Yes
obfuscationSetting
Determines whether a slot is obfuscated in conversation logs and stored utterances. When you
obfuscate a slot, the value is replaced by the slot name in curly braces ({}). For example, if the slot
name is "full_name", obfuscated values are replaced with "{full_name}". For more information, see Slot
Obfuscation .
Type: String
Valid Values: NONE | DEFAULT_OBFUSCATION
Required: No
priority
Directs Amazon Lex the order in which to elicit this slot value from the user. For example, if the intent
has two slots with priorities 1 and 2, AWS Amazon Lex first elicits a value for the slot with priority 1.
If multiple slots share the same priority, the order in which Amazon Lex elicits values is arbitrary.
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 0. Maximum value of 100.
Required: No
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responseCard
A set of possible responses for the slot type used by text-based clients. A user chooses an option from
the response card, instead of using text to reply.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 50000.
Required: No
sampleUtterances
If you know a specific pattern with which users might respond to an Amazon Lex request for a slot
value, you can provide those utterances to improve accuracy. This is optional. In most cases, Amazon
Lex is capable of understanding user utterances.
Type: Array of strings
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 200.
Required: No
slotConstraint
Specifies whether the slot is required or optional.
Type: String
Valid Values: Required | Optional
Required: Yes
slotType
The type of the slot, either a custom slot type that you defined or one of the built-in slot types.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^((AMAZON\.)_?|[A-Za-z]_?)+
Required: No
slotTypeVersion
The version of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No
valueElicitationPrompt
The prompt that Amazon Lex uses to elicit the slot value from the user.
Type: Prompt (p. 480) object
Required: No
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See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SlotDefaultValue

Service: Amazon Lex Model Building Service
A default value for a slot.

Contents
defaultValue
The default value for the slot. You can specify one of the following:
• #context-name.slot-name - The slot value "slot-name" in the context "context-name."
• {attribute} - The slot value of the session attribute "attribute."
• 'value' - The discrete value "value."
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 202.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SlotDefaultValueSpec

Service: Amazon Lex Model Building Service
Contains the default values for a slot. Default values are used when Amazon Lex hasn't determined a value
for a slot.

Contents
defaultValueList
The default values for a slot. You can specify more than one default. For example, you can specify a
default value to use from a matching context variable, a session attribute, or a fixed value.
The default value chosen is selected based on the order that you specify them in the list. For example,
if you specify a context variable and a fixed value in that order, Amazon Lex uses the context variable if
it is available, else it uses the fixed value.
Type: Array of SlotDefaultValue (p. 485) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SlotTypeConfiguration

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides configuration information for a slot type.

Contents
regexConfiguration
A regular expression used to validate the value of a slot.
Type: SlotTypeRegexConfiguration (p. 490) object
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SlotTypeMetadata

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a slot type..

Contents
createdDate
The date that the slot type was created.
Type: Timestamp
Required: No
description
A description of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 200.
Required: No
lastUpdatedDate
The date that the slot type was updated. When you create a resource, the creation date and last
updated date are the same.
Type: Timestamp
Required: No
name
The name of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: No
version
The version of the slot type.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SlotTypeRegexConfiguration
Service: Amazon Lex Model Building Service

Provides a regular expression used to validate the value of a slot.

Contents
pattern
A regular expression used to validate the value of a slot.
Use a standard regular expression. Amazon Lex supports the following characters in the regular
expression:
• A-Z, a-z
• 0-9
• Unicode characters ("\ u<Unicode>")
Represent Unicode characters with four digits, for example "\u0041" or "\u005A".
The following regular expression operators are not supported:
• Infinite repeaters: *, +, or {x,} with no upper bound.
• Wild card (.)
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Statement

Service: Amazon Lex Model Building Service
A collection of messages that convey information to the user. At runtime, Amazon Lex selects the message
to convey.

Contents
messages
A collection of message objects.
Type: Array of Message (p. 475) objects
Array Members: Minimum number of 1 item. Maximum number of 15 items.
Required: Yes
responseCard
At runtime, if the client is using the PostText API, Amazon Lex includes the response card in the
response. It substitutes all of the session attributes and slot values for placeholders in the response
card.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 50000.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Tag

Service: Amazon Lex Model Building Service
A list of key/value pairs that identify a bot, bot alias, or bot channel. Tag keys and values can consist of
Unicode letters, digits, white space, and any of the following symbols: _ . : / = + - @.

Contents
key
The key for the tag. Keys are not case-sensitive and must be unique.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 128.
Required: Yes
value
The value associated with a key. The value may be an empty string but it can't be null.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 0. Maximum length of 256.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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UtteranceData

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides information about a single utterance that was made to your bot.

Contents
count
The number of times that the utterance was processed.
Type: Integer
Required: No
distinctUsers
The total number of individuals that used the utterance.
Type: Integer
Required: No
firstUtteredDate
The date that the utterance was first recorded.
Type: Timestamp
Required: No
lastUtteredDate
The date that the utterance was last recorded.
Type: Timestamp
Required: No
utteranceString
The text that was entered by the user or the text representation of an audio clip.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 2000.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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UtteranceList

Service: Amazon Lex Model Building Service
Provides a list of utterances that have been made to a specific version of your bot. The list contains a
maximum of 100 utterances.

Contents
botVersion
The version of the bot that processed the list.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 64.
Pattern: \$LATEST|[0-9]+
Required: No
utterances
One or more UtteranceData (p. 493) objects that contain information about the utterances that have
been made to a bot. The maximum number of object is 100.
Type: Array of UtteranceData (p. 493) objects
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

Amazon Lex Runtime Service
The following data types are supported by Amazon Lex Runtime Service:
• ActiveContext (p. 495)
• ActiveContextTimeToLive (p. 496)
• Button (p. 497)
•
•
•
•

DialogAction (p. 498)
GenericAttachment (p. 500)
IntentConfidence (p. 502)
IntentSummary (p. 503)

• PredictedIntent (p. 505)
• ResponseCard (p. 506)
• SentimentResponse (p. 507)
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ActiveContext

Service: Amazon Lex Runtime Service
A context is a variable that contains information about the current state of the conversation between a user
and Amazon Lex. Context can be set automatically by Amazon Lex when an intent is fulfilled, or it can be
set at runtime using the PutContent, PutText, or PutSession operation.

Contents
name
The name of the context.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Pattern: ^([A-Za-z]_?)+$
Required: Yes
parameters
State variables for the current context. You can use these values as default values for slots in
subsequent events.
Type: String to string map
Map Entries: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Key Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 100.
Value Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
Required: Yes
timeToLive
The length of time or number of turns that a context remains active.
Type: ActiveContextTimeToLive (p. 496) object
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ActiveContextTimeToLive
Service: Amazon Lex Runtime Service

The length of time or number of turns that a context remains active.

Contents
timeToLiveInSeconds
The number of seconds that the context should be active after it is first sent in a PostContent or
PostText response. You can set the value between 5 and 86,400 seconds (24 hours).
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 5. Maximum value of 86400.
Required: No
turnsToLive
The number of conversation turns that the context should be active. A conversation turn is one
PostContent or PostText request and the corresponding response from Amazon Lex.
Type: Integer
Valid Range: Minimum value of 1. Maximum value of 20.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Button

Service: Amazon Lex Runtime Service
Represents an option to be shown on the client platform (Facebook, Slack, etc.)

Contents
text
Text that is visible to the user on the button.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 15.
Required: Yes
value
The value sent to Amazon Lex when a user chooses the button. For example, consider button text
"NYC." When the user chooses the button, the value sent can be "New York City."
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1000.
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DialogAction

Service: Amazon Lex Runtime Service
Describes the next action that the bot should take in its interaction with the user and provides information
about the context in which the action takes place. Use the DialogAction data type to set the interaction
to a specific state, or to return the interaction to a previous state.

Contents
fulfillmentState
The fulfillment state of the intent. The possible values are:
• Failed - The Lambda function associated with the intent failed to fulfill the intent.
• Fulfilled - The intent has fulfilled by the Lambda function associated with the intent.
• ReadyForFulfillment - All of the information necessary for the intent is present and the intent
ready to be fulfilled by the client application.
Type: String
Valid Values: Fulfilled | Failed | ReadyForFulfillment
Required: No
intentName
The name of the intent.
Type: String
Required: No
message
The message that should be shown to the user. If you don't specify a message, Amazon Lex will use
the message configured for the intent.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 1024.
Required: No
messageFormat
• PlainText - The message contains plain UTF-8 text.
• CustomPayload - The message is a custom format for the client.
• SSML - The message contains text formatted for voice output.
• Composite - The message contains an escaped JSON object containing one or more messages.
For more information, see Message Groups.
Type: String
Valid Values: PlainText | CustomPayload | SSML | Composite
Required: No
slots
Map of the slots that have been gathered and their values.
Type: String to string map
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Required: No
slotToElicit
The name of the slot that should be elicited from the user.
Type: String
Required: No
type
The next action that the bot should take in its interaction with the user. The possible values are:
• ConfirmIntent - The next action is asking the user if the intent is complete and ready to be
fulfilled. This is a yes/no question such as "Place the order?"
• Close - Indicates that the there will not be a response from the user. For example, the statement
"Your order has been placed" does not require a response.
• Delegate - The next action is determined by Amazon Lex.
• ElicitIntent - The next action is to determine the intent that the user wants to fulfill.
• ElicitSlot - The next action is to elicit a slot value from the user.
Type: String
Valid Values: ElicitIntent | ConfirmIntent | ElicitSlot | Close | Delegate
Required: Yes

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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GenericAttachment

Service: Amazon Lex Runtime Service
Represents an option rendered to the user when a prompt is shown. It could be an image, a button, a link,
or text.

Contents
attachmentLinkUrl
The URL of an attachment to the response card.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 2048.
Required: No
buttons
The list of options to show to the user.
Type: Array of Button (p. 497) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 5 items.
Required: No
imageUrl
The URL of an image that is displayed to the user.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 2048.
Required: No
subTitle
The subtitle shown below the title.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 80.
Required: No
title
The title of the option.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 80.
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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IntentConfidence

Service: Amazon Lex Runtime Service
Provides a score that indicates the confidence that Amazon Lex has that an intent is the one that satisfies
the user's intent.

Contents
score
A score that indicates how confident Amazon Lex is that an intent satisfies the user's intent. Ranges
between 0.00 and 1.00. Higher scores indicate higher confidence.
Type: Double
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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IntentSummary

Service: Amazon Lex Runtime Service
Provides information about the state of an intent. You can use this information to get the current state of an
intent so that you can process the intent, or so that you can return the intent to its previous state.

Contents
checkpointLabel
A user-defined label that identifies a particular intent. You can use this label to return to a previous
intent.
Use the checkpointLabelFilter parameter of the GetSessionRequest operation to filter the
intents returned by the operation to those with only the specified label.
Type: String
Length Constraints: Minimum length of 1. Maximum length of 255.
Pattern: [a-zA-Z0-9-]+
Required: No
confirmationStatus
The status of the intent after the user responds to the confirmation prompt. If the user confirms the
intent, Amazon Lex sets this field to Confirmed. If the user denies the intent, Amazon Lex sets this
value to Denied. The possible values are:
• Confirmed - The user has responded "Yes" to the confirmation prompt, confirming that the intent is
complete and that it is ready to be fulfilled.
• Denied - The user has responded "No" to the confirmation prompt.
• None - The user has never been prompted for confirmation; or, the user was prompted but did not
confirm or deny the prompt.
Type: String
Valid Values: None | Confirmed | Denied
Required: No
dialogActionType
The next action that the bot should take in its interaction with the user. The possible values are:
• ConfirmIntent - The next action is asking the user if the intent is complete and ready to be
fulfilled. This is a yes/no question such as "Place the order?"
• Close - Indicates that the there will not be a response from the user. For example, the statement
"Your order has been placed" does not require a response.
• ElicitIntent - The next action is to determine the intent that the user wants to fulfill.
• ElicitSlot - The next action is to elicit a slot value from the user.
Type: String
Valid Values: ElicitIntent | ConfirmIntent | ElicitSlot | Close | Delegate
Required: Yes
fulfillmentState
The fulfillment state of the intent. The possible values are:
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• Failed - The Lambda function associated with the intent failed to fulfill the intent.
• Fulfilled - The intent has fulfilled by the Lambda function associated with the intent.
• ReadyForFulfillment - All of the information necessary for the intent is present and the intent
ready to be fulfilled by the client application.
Type: String
Valid Values: Fulfilled | Failed | ReadyForFulfillment
Required: No
intentName
The name of the intent.
Type: String
Required: No
slots
Map of the slots that have been gathered and their values.
Type: String to string map
Required: No
slotToElicit
The next slot to elicit from the user. If there is not slot to elicit, the field is blank.
Type: String
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PredictedIntent

Service: Amazon Lex Runtime Service
An intent that Amazon Lex suggests satisfies the user's intent. Includes the name of the intent, the
confidence that Amazon Lex has that the user's intent is satisfied, and the slots defined for the intent.

Contents
intentName
The name of the intent that Amazon Lex suggests satisfies the user's intent.
Type: String
Required: No
nluIntentConfidence
Indicates how confident Amazon Lex is that an intent satisfies the user's intent.
Type: IntentConfidence (p. 502) object
Required: No
slots
The slot and slot values associated with the predicted intent.
Type: String to string map
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ResponseCard

Service: Amazon Lex Runtime Service
If you configure a response card when creating your bots, Amazon Lex substitutes the session attributes
and slot values that are available, and then returns it. The response card can also come from a Lambda
function ( dialogCodeHook and fulfillmentActivity on an intent).

Contents
contentType
The content type of the response.
Type: String
Valid Values: application/vnd.amazonaws.card.generic
Required: No
genericAttachments
An array of attachment objects representing options.
Type: Array of GenericAttachment (p. 500) objects
Array Members: Minimum number of 0 items. Maximum number of 10 items.
Required: No
version
The version of the response card format.
Type: String
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SentimentResponse

Service: Amazon Lex Runtime Service
The sentiment expressed in an utterance.
When the bot is configured to send utterances to Amazon Comprehend for sentiment analysis, this field
structure contains the result of the analysis.

Contents
sentimentLabel
The inferred sentiment that Amazon Comprehend has the highest confidence in.
Type: String
Required: No
sentimentScore
The likelihood that the sentiment was correctly inferred.
Type: String
Required: No

See Also
For more information about using this API in one of the language-specific AWS SDKs, see the following:
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Amazon Lex のドキュメント履歴
• ドキュメント最新更新日: 2020 年 11 月 23 日
次の表では、Amazon Lex の各リリースにおける重要な変更点を示しています。このドキュメントの更新
に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。
変更

説明

日付

新機能

Amazon Lex では、ドイツ語 (ド November 23, 2020
イツ語) (de-DE) およびスペイン
語 (ラテンアメリカ) (es-419) の
ロケールがサポートされるよう
になりました。詳細については、
「 でサポートされる言語Amazon
Lex」を参照してください。

新機能

Amazon Lex では、コンテキスト November 19, 2020
を使用したインテントのアクティ
ブ化の管理がサポートされるよう
になりました。詳細については、
「インテントコンテキストの設
定」を参照してください。

新機能

Amazon Lex は、フランス語 (fr- November 11, 2020
FR)、フランス語 (fr-CA)、イタリ
ア語 (it-IT)、スペイン語 (es-ES)
の各ロケールをサポートするよう
になりました。サポートされてい
るロケールの完全なリストについ
ては、「 でサポートされる言語
Amazon Lex」を参照してくださ
い。

新機能

Amazon Lex で、スペイン語 (米 September 22, 2020
国) (es-US) ロケールがサポート
されるようになりました。詳細に
ついては、「 でサポートされる
言語Amazon Lex」を参照してく
ださい。

新機能

Amazon Lex で英語 (英国) (enGB) ロケールがサポートされる
ようになりました。詳細につい
ては、「 でサポートされる言語
Amazon Lex」を参照してくださ
い。

新機能

Amazon Lex で英語 (オーストラ September 8, 2020
リア) (en-AU) ロケールがサポー
トされるようになりました。詳細
については、「 でサポートされ
る言語Amazon Lex」を参照して
ください。
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新機能

Amazon Lex に 7 つの新しい組み September 8, 2020
込みインテントと 9 つの新しい
組み込みスロットタイプが追加さ
れました。詳細については、「組
み込みのインテントとスロットタ
イプ」を参照してください。

新しい例

カスタマーサポートエージェン
トが Amazon Lex を使用して回
答を検索することで顧客の質問
に答えることができる Amazon
Kendra ボットを作成する方法に
ついて説明します。詳細につい
ては、「例:」を参照してくださ
い。 コールセンターのエージェ
ントアシスタント。

新機能

Amazon Lex が信頼スコアに基づ August 6, 2020
いて最大 4 つの代替インテント
を返すことができるようになり
ました。詳細については、「信頼
スコアの使用」を参照してくださ
い。

リージョンの拡大

Amazon Lex は アジアパシ
フィック (東京) (ap-northeast-1)
で利用可能になりました。

新機能

Amazon Lex は、よくある質問
June 11, 2020
への回答を得るための Amazon
Kendra インデックスの検索
をサポートするようになり
ました。詳細については、
「AMAZON.KendraSearchIntent」
を参照してください。

新機能

Amazon Lex は、会話ログでより June 9, 2020
多くの情報を返すようになりまし
た。詳細については、「Amazon
CloudWatch Logs でのテキスト
ログの表示」を参照してくださ
い。

リージョンの拡大

Amazon Lex が アジアパシ
April 23, 2020
フィック (シンガポール) (apsoutheast-1)、欧州 (フランクフ
ルト) (eu-central-1)、欧州 (ロン
ドン) (eu-west-2) で利用できるよ
うになりました。

新機能

Amazon Lex がタグ付けをサポー March 12, 2020
トしました。タグ付けを使用し
て、リソースの識別、コストの割
り当て、アクセスコントロールを
行うことができます。詳細につい
ては、「Amazon Lex リソースに
タグを付ける」を参照してくださ
い。

509

August 10, 2020

June 30, 2020

Amazon Lex 開発者ガイド

新機能

Amazon Lex が
AMAZON.AlphaNumeric 組
み込みスロットタイプの正規
表現をサポートするようにな
りました。詳細については、
「AMAZON.AlphaNumeric」を参
照してください。

新機能

Amazon Lex は会話情報をログに December 19, 2019
記録し、それらのログにスロット
値を難読化できるようになりまし
た。詳細については、「会話ログ
の作成」および「スロットの難読
化」を参照してください。

リージョンの拡大

Amazon Lex は アジアパ
シフィック (シドニー) (apsoutheast-2) で利用可能になりま
した。

December 17, 2019

新機能

Amazon Lex は、現在 HIPAA に
準拠しています。詳細について
は、「Amazon Lex のコンプライ
アンス検証」を参照してくださ
い。

December 10, 2019

新機能

Amazon Lex がユーザー発話を
November 21, 2019
Amazon Comprehend に送信し
て、発話の感情を分析できるよう
になりました。詳細については、
「 感情分析」を参照してくださ
い。

新機能

Amazon Lex は現在 SOC に準
拠しています 詳細については、
「Amazon Lex のコンプライアン
ス検証」を参照してください。

November 19, 2019

新機能

Amazon Lex は PCI に準拠
しました。詳細については、
「Amazon Lex のコンプライアン
ス検証」を参照してください。

October 17, 2019

新機能

会話中に簡単にインテントに戻る October 10, 2019
ことができるように、インテント
にチェックポイントを追加するた
めのサポートが追加されました。
詳細については、「セッションの
管理」を参照してください。

新機能

ユーザーの入力が想定どおりでな October 3, 2019
い状況をボットで処理できるよう
に、AMAZON.FallbackIntent
のサポートを追加し
ました。詳細について
は、AMAZON.FallbackIntent を
参照してください。
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新機能

Amazon Lex を使用すると、ボッ August 8, 2019
トのセッション情報を管理できま
す。詳細については、「Amazon
Lex API を使用したセッションの
管理」を参照してください。

リージョンの拡大 (p. 508)

Amazon Lex が 米国西部 (オレゴ May 8, 2018
ン) (us-west-2) で利用可能になり
ました。

新機能 (p. 508)

Amazon Lex 形式でのエクスポー February 13, 2018
トおよびインポートのサポート
が追加されました。詳細について
は、「Amazon Lex ボット、イン
テント、スロットタイプのイン
ポートとエクスポート」を参照し
てください。

新機能 (p. 508)

Amazon Lex がボットの追加のレ February 8, 2018
スポンスメッセージをサポートす
るようになりました。詳細につい
ては、「レスポンス」を参照して
ください。

リージョンの拡大 (p. 508)

Amazon Lex が 欧州 (アイルラン November 21, 2017
ド) (eu-west-1) で利用可能になり
ました。

新機能 (p. 508)

Kik に Amazon Lex ボットをデプ
ロイするためのサポートが追加
されました。詳細については、
「Amazon Lex ボットと Kik の統
合」を参照してください。

新機能 (p. 508)

新しい組み込みスロットタイプと November 3, 2017
リクエスト属性のサポートを追加
しました。詳細については、「組
み込みスロット形式」および「リ
クエスト属性の設定」を参照して
ください。

新機能 (p. 508)

Alexa Skills Kit にエクスポートす September 7, 2017
る機能を追加しました。詳細につ
いては、「Alexa Skill へのエクス
ポート」を参照してください。

新機能 (p. 508)

スロットタイプの値にシノニムの August 31, 2017
サポートを追加しました。詳細に
ついては、「カスタムスロットタ
イプ」を参照してください。

新機能 (p. 508)

AWS CloudTrail の統合が追加
されました。詳細については、
「Amazon Lex ログによる AWS
CloudTrail API コールのモニタリ
ング」を参照してください。
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ドキュメントの拡張 (p. 508)

AWS CLI の開始方法の例が追加
されました。詳細については、
「https://docs.aws.amazon.com/
lex/latest/dg/gs-cli.html」を参照
してください。

May 22, 2017

新規ガイド (p. 508)

これは Amazon Lex ユーザーガ
イドの最初のリリースです。

April 19, 2017
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AWS の用語集
最新の AWS の用語については、『AWS General Reference』の「AWS の用語集」を参照してください。
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「翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾
がある場合、英語版が優先します。」

dxiv

